
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第３回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２５年８月３０日（金曜日） 

    １３：５５～１５：４４ 

場 所：東北地方整備局 花京院庁舎（ＣＤ会議室） 
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１．開 会 

○司会 ご案内の時刻より若干早いのでございますが、お揃いでございますのでただいまから平

成２５年度第３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誠にありがとうございます。 

  司会を務めます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。 

  なお、本日は奥村委員、黒沢委員、間庭委員が所用のため欠席でございます。１１名中８名

の委員のご出席で開催をさせていただきます。 

  また、東北地方整備局側の幹部職に異動がございましたので紹介をさせていただきます。 

  初めに、小池局長でございます。 

○小池局長 小池でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 中野副局長でございます。 

○中野副局長 中野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 川﨑道路部長でございます。 

○川﨑道路部長 川﨑です。よろしくお願いいたします。 

○司会 なお、建設部長も交代でございますが今回は欠席でございます。 

  さて、本日の資料を皆様のお手元にお配りしてございますが、資料一覧でご確認をいただき

まして、不足などございましたらお申し付けください。 

  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 

  初めに、委員会の開催に当たりまして小池局長からご挨拶を申し上げます。 

○小池局長 改めまして、８月１日付で局長を拝命いたしました小池でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  私は東北地方の勤務は初めてでございますので、いろいろとまた教えていただきながら、東

北地方の公共事業の推進、また社会資本の整備を進めてまいりたいと思います。ぜひ、よろ

しくお願いいたしたいと思います。 

  それでは、今年度第３回の事業評価監視委員会ということでございまして、開催に当たりま

して一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

  委員の先生方、大変お忙しい中、この会にお集まりをいただきまして誠にありがとうござい

ます。また、この開催の前に道路のワーキンググループが開催ということでございまして、
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そちらのほうにご参加いただきました委員の先生方、重ね重ねありがとうございます。 

  まず、悲しいお知らせを１つ、私から申し上げるということになりますが、平成１９年度か

ら今年の３月まで６年間、この当委員会の委員を務めていただきました東北大学大学院の林

山泰久先生が、この７月１２日に急にお亡くなりになったということでございます。先生は、

こういう事業の評価のプロということでございまして、多くのご指導、またご助言を賜りま

して、東北地方の社会資本整備の推進に多大なる貢献をされたと伺ってございます。改めま

して、生前の功績に感謝申し上げますとともに謹んでお悔やみ申し上げたいと思っておりま

す。 

  さて、本日の委員会でございますけれども、道路関係の５事業につきましてご審議をいただ

くということでございます。また、その後、前回の委員会でお約束をさせていただきました

今後の審議の重点化のご議論をいただければと思ってございます。どうぞご忌憚ないご意見

をいただきまして、この委員会の成果が上がりますようによろしくお願いしたいと思います。

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申し上げます。これ以降の写真、

テレビカメラ等の撮影はご遠慮願います。 

  では、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、これから審議に入らせていただきたいと思います。 

  局長から今お話がありましたように、林山先生が急にお亡くなりになったということで、非

常にびっくりでございます。心からお悔やみを申し上げたいと思います。 

  また、大変シビアな被災をした地域でございますので、局長にはぜひ体に気をつけて精一杯

のご活躍を期待しているところでございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは審議に入ります。説明をいただきますが、ポイントを押さえて効率的な議事の進行

にご協力をお願いします。 

  本日は、道路事業の再評価５件の審議でございます。事業選定のワーキンググループが行わ

れておりますので、選定結果と審議のポイントにつきまして事業選定委員の遠藤委員から説

明をお願いします。 

○遠藤委員 遠藤でございます。 

  道路事業に関する審議事業の選定ワーキンググループを７月３１日に開催いたしました。 
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  九戸委員、浜岡委員、北林委員と私の４名で検討を行いましたので、私のほうから選定結果

についてご報告させていただきます。 

  今回は、道路事業の再評価５事業が対象となっておりまして、検討の結果、重点審議事業と

して一般国道１０１号鯵ヶ沢道路を選定いたしました。 

  選定の理由でございますが、前回再評価時よりも全体事業費が３２億円増加しているという

ことでございます。審議のポイントは、全体事業費が増額となったその内容及び理由につい

てでございます。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  重点事業が１件選ばれておりまして、選定の理由は、事業費の増加です。審議におきまして

は、その増加の原因等につきましてご議論をお願いしたいと思います。 

  それでは、重点事業、要点事業ごとに審議を行いますけれども、まず重点事業の一般国道１

０１号鯵ヶ沢道路につきまして説明をお願いします。 

○青森河川国道事務所長 青森河川国道事務所長の盛谷と申します。どうかよろしくお願いいた

します。 

  それでは、資料１－１をご覧ください。 

  本事業におきましては、設計の見直しなどにより事業費の変更が必要となったため、前回の

再評価から２年の経過でございますが、今回事業再評価に諮るものでございます。 

  事業の目的と概要からご説明します。 

  鯵ヶ沢道路は津軽自動車道の一部を形成する自動車専用道路で、現道の線形不良箇所等の隘

路解消による信頼性確保、観光期の混雑解消による観光振興、定時性の確保による通院時の

負担軽減などを目的としております。 

  全体事業費は、当初５５億円を予定しておりましたが、後ほどご説明します理由により３２

億円増額となる８７億円に変更予定です。 

  ２ページは全体の位置図でございます。３ページをお願いいたします。 

  事業の必要性ですが、国道１０１号は青森市と鯵ヶ沢町の間で唯一の幹線道路機能を有する

路線でございます。青森県の津波被害想定では、鯵ヶ沢町の中心部を含む沿岸地域一帯が被

害想定地域となっております。他市町村と連絡する緊急輸送道路も落石、土砂崩落の発生が

懸念されることから、鯵ヶ沢町が災害時に孤立する恐れがあります。鯵ヶ沢道路の整備によ

り多重性が確保され、防災機能の向上が期待されています。 

  ４ページをご覧ください。 
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  国道１０１号の現道区間は、線形隘路箇所や縦断勾配が急な箇所が存在し旅行速度が著しく

低下しています。また、夏期には混雑が発生している状況となっています。鯵ヶ沢道路の整

備による走行性の向上が期待されています。 

  ５ページをお願いいたします。 

  鯵ヶ沢町では、医師不足が深刻な問題となっています。鯵ヶ沢町内で受診できない診療科目

もあります。そのため、五所川原市や青森市などへ車で通院している状況となっています。

鯵ヶ沢道路の整備により、通院時の定時性の確保が期待されています。 

  ６ページをご覧ください。 

  青森県西海岸地域には、世界遺産に登録された白神山地のほかメディア報道により有名な

「わさお」、ご当地グルメのマグロステーキ丼などがありますが、これら主要な観光地と新

幹線の新青森駅など交通拠点間の所要時間の長さ、これが課題となっております。鯵ヶ沢道

路の整備により、地域の観光振興支援が期待されています。 

  ７ページをご覧ください。 

  鯵ヶ沢道路の事業費は、当初事業費に比べ土工にかかる増額が２７億円、冬期交通対策工と

して８億円の増額を予定しております。コスト縮減策による減額はあるものの全体で３２億

円の増額となっています。 

  ８ページをご覧ください。 

  増額の詳細についてご説明いたします。 

  初めに軟弱地盤対策です。 

  事業化当時は、地形状況や既存のボーリングデータから約５メートル程度の軟弱地盤の厚さ

と判断し、一般的な軟弱地盤としてサンドマットとプレロード盛土で事業費を算出しており

ました。その後、道路設計と並行しながら詳細な地質調査を実施したところ、当初想定の約

３倍程度の軟弱層の厚さが確認されました。このことから、軟弱地盤解析を実施した結果、

押さえ盛土、プレロード盛土、プラスチックボードドレーンなどの追加対策が必要となり、

１８億円の増額となりました。 

  ９ページをお願いいたします。 

  次に、流用土の土質改良です。 

  事業化当時は、既存資料から掘削土を砂、礫、シルトを主体とした土と判断し無処理により

盛土材の使用可能として事業費を算出していました。その後、切土区間において土質試験な

どを実施した結果、表層部分の下にある火山灰質砂質粘土の含水比が非常に高く、重機によ
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る施工はできない柔らかい土であることが判明いたしました。土質改良工法の比較選定の結

果、石灰混合処理を行うこととし９億円の増額となりました。 

  １０ページをご覧ください。 

  防雪柵の設置です。 

  事業化当時は、当該区間の現道には防雪柵が設置されていないことから、全線開通後の状況

を勘案しつつ検討することとしておりました。しかし、近隣の浪岡五所川原道路において地

吹雪に起因する多重事故や事前通行止めが発生したため、高規格幹線道路の信頼性、安全性

確保の観点から現地での気象観測及び各種気象データによる検討を実施し、防雪柵の設置位

置や構造等を決定し８億円の増額となりました。 

  １１ページをご覧ください。 

  次にコスト縮減でございます。 

  事業計画では、鯵ヶ沢道路は発生土を流用しても２４万立法メートルの土が不足します。事

業化当時は、不足分は購入土を充当することとしておりましたが、平成２４年度に近傍の七

里長浜港において浚渫土の仮置きがあることがわかりました。港湾管理者との調整の結果、

約８万立方メートルの浚渫土の活用が可能となり３億円の減額となりました。 

  １２ページをご覧ください。 

  事業の投資効果ですが、全体Ｂ／Ｃが１．４、残事業Ｂ／Ｃは２．２でございます。 

  １３ページをお願いいたします。 

  平成２５年度は用地買収、改良工事、橋梁工事の進捗を図り、平成２７年度の全線開通を目

指してまいります。 

  １４ページをご覧ください。 

  青森県知事からは事業継続の意見をいただいております。対応方針（原案）は事業継続でご

ざいます。 

  以上で説明を終わります。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様から、ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等いただきたいと

思います。いかがでしょうか。 

  先ほど遠藤委員からご説明がありましたように、事業費が３２億円増額になって、原因は軟

弱地盤関係と、それから新たに雪対策の設備があったようでございますが、何かご質問ござ

いませんか。 
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○大久保委員 防雪柵のことなのですが、これは極めて地域性が高いというか、それをコストの

中にそのまま入れていいのかどうか、ちょっと疑問というか、これは今の制度の話になるの

かもしれないですけれども、全国共通のベネフィットあるいはコストの項目と、それからそ

ういう東北固有のものと一緒にしていいのだろうかという、そういう疑問点があります。こ

れは、別に今回の事業で云々という話ではないのですけれども、将来的に何かそういう地域

性みたいなものの判断をどうすべきかというところを、私は検討していただくとありがたい

と思います。 

○平山委員長 東北地域に独特の気象、事象でございますが、こういうものに対する対策費とい

うのは別枠になっているのかなとも思いますが。 

○大久保委員 ああ、そうですか。 

○平山委員長 わかりません。そのあたりどういうふうになっているのかお伺いしたいと思いま

すが。いかがですか。 

○道路計画第一課長 お答えさせていただきます。 

  今回、防雪柵の設置をこういった形で増額として見込ませていただいております。通常、こ

ういった改築事業をやる中で、こういったものが必要だという時には、この改築事業の事業

費として計上させていただいております。一方、既に道路ができているところに、道路をつ

くる時ではなくてでき上がった道路のところに防雪柵をつくるという事業もございます。 

  いずれにしましても、今回の場合は道路をつくる過程の中で、その道路に防雪柵をつくると

いうことですので、事業費に組み込んでやっていくということでございます。ただ、今の委

員からご指摘といいますか、そういった疑問があったところに関しては、こちらのほうでも

また検討をさせていただいて、そういう地域的なものを事業費としてどのように組み込んで

いくべきなのかというところは、勉強してまた検討させていただいきたいと思います。以上

です。 

○平山委員長 よろしいでしょうか。河野委員。 

○河野委員 関連してですけれども、今のお話でいうと防雪柵をどうするのかというのは、これ

はプロジェクト評価できます．その上でペイをするのであればやると判断すればよいです。

つまり、Ｂ／Ｃが１以上であれば効率的ですのでやったほうがいいということになります。 

  今回については、便益は地吹雪の通行止め損失を計算すると１１億円と。それに対して８億

円のお金ですからペイするプロジェクトだという判断ができます。 
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○平山委員長 今回は事業費に初めから含まれていて、Ｂ／Ｃの計算の中にも含まれているとい

うことでございますね。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 

○大久保委員 ちょっと関連して。 

  将来的な話として、例えば借金が多いので一律２０％減らしなさいというような話が出た時

に、優先順位をつけなければいけない。そうすると、ベネフィットなりＢ／Ｃなり、何かそ

ういう形で優先順位をつける時に、この８億というのをどう取り扱うかというのがいろいろ

問題なのではないかなという気がちょっとしたものですから、補足ですけれども。 

○平山委員長 考え方ですね。延長を縮めるのか防雪柵をやめるのか。そういう時の考え方とい

うのは、何か一定の方向性があるのですか。 

○道路計画第一課長 どういうふうに優先順位をつけるかということかと思います。 

  今の時点で、例えばこういう防雪柵はプライオリティーが高いのか低いのかと、そういった

個別のところでということではございません。やはり、その事業全体を見た中で、もし仮に

事業費を全体的に下げるという仮定を置いた場合、そこは個別の事業の状況等を見ながらプ

ライオリティーを考えていくということになろうかと思います。以上です。 

○大久保委員 やってはいけないというのではなくて、私は反対で、つまりこれは必要だと。必

要なのだけれども、これが道路の何かを食っていくようでは、東北と九州では何かちょっと

違うのではないかなという気がして、それを込みでベネフィットなりＢ／Ｃで優先順位が決

まるようなことがあるなら、東北はいつも損するような感じになるのではと思います。 

○平山委員長 どうなのでしょうね。 

  雨の多いところは高い堤防をつくらなくてはならないですし、凍上が激しいところはそれな

りに深く掘らなくてはいけないですし、どう考えたらいいのですかね。局長は西のほうから

来られたから、地域性みたいな部分、どういうふうに考えておられるでしょうか。 

○小池局長 やはり、Ｂ／Ｃのあり方が、先生がおっしゃったように地域性が十分配慮になって

いるかというとそうではない点があるわけですね。コストのほうは実際かかったお金なので、

地域が厳しければ、その分コストがかかるという形なのですけれども、ベネフィットは例え

ば冬期の交通量を確保するために、途絶したら大変なことになるわけですよね。雪が降って

ない地域で途絶したら大丈夫かというとそうでもないのですけれども、深刻度は違ってくる

のです。ではその分ベネフィットの中に積み増されているかというと、ここは全国一律的に

やっている点があるので、ちょっとベネフィットのカウントの仕方のところで少しきめ細か
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さというところは欠けているところがあると思います。 

  逆に、それを勘案しながら全てＢ／Ｃで優先順位を決めているかというと、我々はそういう

ところではなくてＢ／Ｃの限界点もわかっていますし、地域の状況とかそういうものを含め

て総合的に判断して、１つの指標としてＢ／Ｃは使いますけれども、それだけで決定するの

ではなくて総合的に判断しながら優先順位なり何なりを決めているということなので、今ま

でのやり方の中で１００点満点ではないと思いますけれども、先生のご懸念は入っていると。

及第点を我々はいただいているのではないかなと思っていますが、今後、やはりそういうと

ころをさらに精度を上げるとか、地域特性のところをどういうふうにやっていくかというと

ころについては、やはり東北地方は地域条件が厳しいので、我々のところからいろいろ発信

をしていかなければいけない気がしております。 

○平山委員長 この事業は２度目の再評価なのですけれども、前回に比べて工事費が倍近くまで

増額しました。その理由が２つあって、軟弱地盤と雪対策ということなのですけれども、そ

のあたりはご理解できますでしょうか。成田委員、どうですか。 

○成田委員 十分理解が進みました。ありがとうございます。 

  今、お話で柵の費用、それからＢ／Ｃのお話で今ご説明ちょうだいしたところで、１０ペー

ジの資料を拝見しますと、通行止めの損失を１１億円と試算されているというところで、ご

説明があったようにいいでしょうということになっています。さらに新聞記事を見ますと、

単純に渋滞で時間が長くなるというだけではなくて命に関わるような危険な状況が見て取れ

ます。命の値というのは計算が難しいのですけれども、そこをどう取り入れていただけるの

かなというところが資料を拝見していて質問したい点でした。 

  今、局長から、Ｂ／Ｃだけではなくてプライオリティーを決める時に勘案するとご説明があ

りました。やはり現場で地吹雪を経験しますと、本当に怖い思いをされながら、どうしても

生活のためにこの道を通らなければならない人たちがいるところをどのように斟酌していた

だけるのかというのを、お聞きしたいと存じます。できればこの数字の中に織り込めるよう

な仕組みがあると、より数字として精度、それから指標としての役割というのが高まるので

はないかと思います。その辺についてはいかがでございましょうか。 

○平山委員長 Ｂの算定法は常に変化をして改善をされていっているのだと思いますけれども、

まだまだ含まれないものがたくさんあって、本当に 小限ところだけでＢを計算していると

いうのが現状ではないでしょうか。そのあたり、いかがですか。 

○道路計画第一課建設専門官 今、委員長のほうからもお話がございましたように、今回、あく
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までも参考値として出させていただいております。年間６回通行止めになるということを捉

えて計算をしまして、１年間の便益、これはあくまでも時間短縮、そういったものをメイン

に計算したものでございます。そこから損失を便益に考えましてこれを５０年間分を算出し

ているということでございます。あくまでも、これについては参考値ということで見ていた

だけばと思っております。 

○道路計画第一課長 すみません、補足させていただきます。 

  先ほど成田委員からご質問がございました、例えばこれで事故が減ることの効果というもの

はどうなのかということでございますが、今回のＢ／Ｃの中の効果としては換算してござい

ません。そういった効果も実際あろうかと思いますが、今、そういったことを組み入れる形

にはなっていないものですから、そういったところは先ほど局長からもございましたが、総

合的に判断して、理由の中の１つとしてこういった効果もあるということで、今のところこ

ういうような形で載せさせていただいております。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに。浜岡委員。 

○浜岡委員 今の議論に関連してということになりますが、Ｂの算定はやはり難しいとか、いろ

いろ評価の仕方があるのではないかと思います。ただ、今はこの枠組みで計算するというこ

とも決まっていて、それで計算された値と思うのですが、今回、この資料の中に、その枠組

み以外のもので、もし算定できるならば、参考値として含めていただけるといいかと思いま

す。それがそのまま評価につながるかはわかりませんが、それはＢ／Ｃという数値の中での

評価ではないでしょうけれども、それ以外にもこれぐらいの評価があるということは示して

いただけるといいと思いましたので、もしできることならば、次回からお願いしたいです。 

  それで、私からの質問は、今回のこの鯵ヶ沢道路が対象となりましたのは、７ページに示さ

れました土工に係る地盤の改良ということと、冬期の交通対策に係る工事が必要という、こ

れら２つが事業費を大きく変更させるため重点になったかと思います。この変更になるのは、

中身を見ていきますと、これは本当に仕方ないといいますか、しっかりとしたものをつくり

上げるためには工事しなければいけないということで十分納得しているところではあります

が、ただ、金額が増えたということに関して懸念を持つ場合もあるかと思います。 

  それで、もし数字があれば教えていただきたいということですが、まず、鯵ヶ沢道路のよう

に事業が決まっていたものの、途中で何かチェックをした時に新たに対策をしなければいけ

ないような変更があったのはどれぐらいあるか。このような土工に関わることがよく起きて

いるのか、それとも稀なケースなのかということをお聞きしたいと思いました。十分に調査
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をされて進めていると思います。本当に 後の 後まで調査しようとすると、逆に調査費の

ほうが高くなり全体的に見ると不利益があるかもしれません。ただその数字が想定している

範囲内のことなのか、それとも特殊な事例なのか。そのあたりを少し教えていただければと

思います。すみません、追加の説明をお願いします。 

○平山委員長 前段のほうは、そういう、なるべく数値化できるものは入れ込むし、文章でしか

書けないものはそういう記述を加えてＢのところにそういうことを足していってほしいとい

うことです。後段のほうの質問についていかがでしょうか。 

○道路計画第一課長 再評価を平成１０年からずっとやらせていただいておりますが、今まで２

２９件ほど事業評価を実施してございます。その中で、事業費がこういった事例を含めて上

がっているものはどれぐらいかということでございますが、例えば区間を延長したとか区間

を一緒にしたとか、そういったものは当然事業費が上がってしまいますので、そういったも

のではない、純粋にその事業をやる中で今回のように上がっているというのがどれぐらいあ

るかですが、大体３０事業ぐらいございます。逆に一方、事業費が減ったという案件も９件

ほどございました。 

  先ほどこういったことが起こり得るのかということに対してのご質問だったかと思うのです

けれども、事業をやる側としまして、事業費が増えるということが当然起こって当たり前と

いうようなことはなくて、やはり事業をする段階でしっかりと事業費を詰めた上でやるべき

でございますので、そこは事業費が増えているものがございますが、こういったもの、今回

の軟弱地盤対策で増えるということも今までもございますが、そういったものはそれが当た

り前に増えるというものではなくて、事業者としてしっかりと、そういったものもなるべく

事業化する時に見込めるような調査の仕方とか、そういったものを今後も検討しながら、こ

ういったことがなるべくないようにしていきたいと思います。これまでこういった増える案

件、軟弱地盤以外にもございますが、今までの事業費が増えた原因をしっかり見ながら、実

際に事業化する時の事業費の算定に組み込みながら、今後事業をしていきたいと考えてござ

います。以上です。 

○河野委員 今の浜岡先生のご発言を受けて、私も提案なのですが、先ほどの２つ目のほうで当

初の事業費に対してどのぐらい額が変化したかという割合を全国のデータ、例えば地盤に関

してこういうことがあったということを集めて統計的に分布を描いて、今回のケースはどこ

に位置するかを示すとよいです。今回のケースが、例えばかなり外れたところにあったとし

たら、では次はどういうふうにしたらいいのかという判断材料にすることができます．次回
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からでもいいでしょうけれども、そういうことをやっていくといいのではないかなと今思い

ました。 

  １つ目の浜岡先生の参考値として費用便益分析なり何なりプロジェクト評価をしていくとい

いのではないかということなのですが、防雪柵に関しては、先ほどから東北地方では固有の

プロジェクトだと指摘がありました。この評価方法をある程度我々確立させておいたほうが

いいと思います。実際考えてみると、それほど難しい話ではなくて、遅延が発生するものと、

あるいはあと事故が発生するもの、この２つがおそらくメインの便益です。死亡に関する評

価というのは、統計的生命の価値ということで内閣府がもう計算していまして、２億３，０

００万円と値も出ていますので、そういう値を使って計算をするといいのではないかなと思

います。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  ただいまのお２人の委員の先生のご意見、ぜひ参考にしていただきたいと思います。軟弱地

盤の事業費の増額は決して稀なことではなくて、大体いつでも起きていることでございまし

て、やはり土の中のことですからわからないといえばわからないし、だけども、私はもう少

し、今の土木技術だったら、何かもう少し正しいほうに見積もりできるのではないかと思う

のですね。技術の問題よりも進め方、予算の付け方で、事業が始まらないと本調査をやらな

いとか、何かそういうところに原因があって、いつでも低めに見積もって 後に増やすとい

うシナリオばかりなので、そのあたりは少し工夫をしていただけないでしょうか。 

○岩﨑副局長 まさにおっしゃるとおりだと思います。 

  この事象をこの委員会にかけるに当たって、内部でも議論をしましたけれども、やはりもう

少し精度高く事業費、それがやはりエンジニアリング力というものだと思いますので、どう

やったらもう少し精度を高く、こういった土に関するものができるか、これから検討させて

いただいて反映をさせていただきたいと思います。 

○平山委員長 増えて出されるのは構わないのですが、何かそのたびごとに改善があったのかな

と気をつけていますが、前と同じやり方をしてまた増えましたというだけの話なので、そこ

を少し工夫していただきたいと思います。 

○岩﨑副局長 わかりました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

○岩﨑副局長 １点だけ。先ほどの防雪柵の件で、ちょっと私、事務局のほうに確認をしたいの

ですけれども、ここのＢ／Ｃのベネフィットに交通事故減少便益というのがあると思うので
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すが、ここの１２ページの交通事故減少便益というところに、この区間の交通事故が減る分

というのが換算されているのではないかと思います。先ほど換算されてないという回答だっ

たと思うのですが。 

○道路調査官 事故減少便益ですけれども、一般的な事故の例えば高規格幹線道路、バイパスが

できれば事故は減りますので、その便益は入っております。しかし、防雪柵等によって事故

がどれだけ減るかということについては、この１１億円の中には入っておりません。 

○岩﨑副局長 高規格な立派な道路にすると事故が減りますと。原単位のようなものがあって掛

け合わせているのだと思うのですが、そこに東北は東北など、地域ごとの分けみたいなもの

はないのですか。 

○道路調査官 ちょっとないです。 

○岩﨑副局長 ということですね。だから反映されてない。ちょっと補足なのですけれども。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。九戸委員、近くの道路ですよね。 

○九戸委員 金額が上がったことに対して、皆さんからご理解のあるお話をいただいてほっとい

たしました。とりやすい予算というのが根底にあると思いますので、これまでは 初に大き

な数字は出しにくいのだろうと思います。ただ、これからはメンテナンスに予算をかけてい

くというニュースも出ておりましたので、 初の予算化の時にプレで調査ができると、１本

掘ると相当かかるかもしれませんが、誤差は少なくなるかと思いました。 

  ワーキングの時に、近くで県が調査したのがあるでしょうという話が出たのですが、県の予

算ではそこそこのものしか調査してないと思いますので、できれば国の調査で、根底になる

ような数字が、調査できればいいと思いました。 

  それと、６ページにあるように、ここは観光の道路でもあり、また５ページの医療の道路で

もあるのですね。 近は観光でいらっしゃる方が新幹線で駅についてレンタカー、空港に着

いてレンタカーというふうに、この土地に暮らす人ではなくてほかの土地から慣れない道路

をレンタカーでいらっしゃるということがあります。冬場はそんなに多くありませんが、そ

れでも、その先には深浦等魅力的な観光地がありますので、その土地に住む人でなくても安

全でわかりやすい道路であるべきだろう。そのためには、自動車専用道路が通るというのが

原則だろうと思いました。 

○平山委員長 ありがとうございました。北林委員、何かありますか。 

○北林委員 委員長のおっしゃったことの繰り返しになりますが、道路のワーキングの時にも申

し上げたように、事業化する時に地形とか資料とか県道の状況とか、既存の調査や現状を拠
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り所にして計画するということに納得がいきません。防雪柵については「県道でつけていな

いので、つけなかった」というお返事でしたが、私どもの秋田でも地吹雪というのは非常に

怖くて防雪柵の必要性が言われてきているところで、予算規模の違いからして、国が県に倣

うのは逆ではないかと思います。 

  「地質調査のボーリング１本でも」ということについては、どこを掘るかというのが問題で、

問題ない所を掘って大丈夫だと結論が出る危険も考えられるのですが、８ページを拝見しま

すと地質調査が昭和５３年となっていますから、その当時からすると、調査の技術も向上し

ているのではないかと期待します。先ほど来お話が出ているとおり、過去に倣うのではなく、

新しい調査の結果を根拠としていただきたいと思います。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに何かご意見ございませんでしょうか。 

  事業費の増加について、ご理解をいただけますでしょうか。いろいろご意見はいただきまし

たので、そのいただいた意見に向かって是正して改善していくところはあろうかと思います。

今回、この事業につきましては事業費がかなり増額いたしますが、それはご理解をいただい

たということで、Ｂ／Ｃのほうを見てみますと全体で１．４、残事業で２．２ということに

なっていまして、前よりもちょっと下がったぐらいでしょうか、そんな感じでございますが、

事業の継続をお認め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）ありがとうございました。それでは、そのような結論にさせていただきます。 

  それでは、次に要点事業が４件ございます。これは一括説明をお願いして、その後、１件１

件判断をしてまいりたいと思います。それではお願いいたします。 

○青森河川国道事務所長 それでは、引き続き私から五所川原西バイパスについてご説明いたし

ます。資料２－１をご覧ください。 

  前回再評価後３年が経過しましたので、今回事業再評価をお願いするものでございます。 

  事業の目的と概要でございます。 

  五所川原西バイパスは津軽自動車道の一部を形成する自動車専用道路で、一般国道１０１号

の五所川原市市街地部の交通混雑の緩和、交通事故の減少、三次救急医療施設へのアクセス

向上、物流の交流を目的としています。現在、平成２６年度の供用に向け工事を推進してい

ます。 

  ２ページは全体の位置図でございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  事業の必要性ですが、現状では五所川原市を通過する交通は混雑している国道１０１号や五
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所川原市内中心部を通過せざるを得ません。五所川原西バイパスの整備により、適正な交通

経路を選択できるようになり、交通混雑の緩和が期待されています。 

  ４ページをご覧ください。 

  五所川原市中心市街地部の国道１０１号沿線では、直轄国道の平均死傷事故率を大きく上回

る箇所が３カ所存在しています。五所川原西バイパスの整備により、安全性の高い経路の選

択が可能となり、交通事故の減少が期待されています。 

  ５ページをお願いいたします。 

  つがる市からの三次救急医療は青森市などに依存しています。救急搬送ルートは、交通混雑

を回避するため多くの右左折を伴う迂回ルートを利用する状況となっています。五所川原西

バイパスの整備により、円滑な救急搬送ルートの確保が期待されています。 

  ６ページをご覧ください。 

  つがる市と鯵ヶ沢町は有数のスイカの産地であり、青森県内のスイカ出荷量の９割以上を占

めています。輸送ルートは主要渋滞箇所を含む国道１０１号を利用しています。五所川原西

バイパスの整備により、混雑を回避した安定走行が可能な輸送ルートの確保が期待されてい

ます。 

  ７ページをご覧ください。 

  事業の投資効果でございますが、全体Ｂ／Ｃは１．９、残事業Ｂ／Ｃは２０．０でございま

す。 

  ８ページをご覧ください。 

  平成２５年度は改良工事、橋梁工事を推進し、平成２６年度の全線供用を予定しています。 

  ９ページをお願いいたします。 

  青森県知事からは、事業継続の意見をいただいております。対応方針の原案は事業継続でご

ざいます。 

  私からは以上でございます。 

○平山委員長 続けてお願いします。 

○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。 

  資料は３－１になります。 

  日本海沿岸東北自動車道大館北～小坂間についてご説明申し上げます 

  早速１ページでございます。 

  資料１ページの右下の図に朱書きしております区間が、今回再評価対象の日沿道大館北～小



-15- 

坂間、延長１４キロでございます。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東北地方日本海側の広域交流や連携の促

進、物流・交通拠点や高次救急医療施設へのアクセスの向上、また緊急輸送道路としての信

頼性向上を目的に事業を進めてきているところでございます。 

  次に２ページでございます。 

  この図は日本海沿岸東北自動車道の全体概要を示しております。この道路は、新潟市から秋

田県小坂町の東北縦貫道接続部まで全体延長が３２２キロでございます。そのうち、右下に

示してありますように、既に２０４キロ、６３％が開通しております。１１３キロ３５％が

事業中。未事業化はわずか５キロ、２％という状況でございます。評価対象の事業区間は、

東北縦貫と接続する日沿道のまさに終点部でございます。 

  ３ページをご覧ください。 

  ３ページ以降、いろいろな視点から事業の必要性を示しております。３ページは並行する国

道７号、青森県境に矢立峠という交通の難所がございます。これを抱えておりまして、この

整備により安定的なリダンダンシーの確保といったものが求められております。 

  続いて４ページです。 

  救急医療の視点からですが、道路の整備によって搬送時の患者さんへの負担軽減、円滑な移

動が期待されておるというところでございます。 

  次に５ページでございます。 

  地域経済の活性化に大きく寄与しているというデータでございます。左下、枠のところに示

してございます。大館市では日沿道整備の進捗に合わせるかのように２４年度は１２社、１

５工場、あるいは事業所の進出、増設の動きがございました。約１５０億円の設備投資と新

たな雇用も生まれてきているというような状況でございます。 

  次に６ページでございます。 

  秋田県県北地域、リサイクル産業の集積地でございます。能代市を初めとした港と内陸部の

リサイクル施設、いわゆる拠点間のアクセス向上による地域産業の活性化といったものが期

待されております。 

  次に７ページでございますが、全体のＢ／Ｃは１．７、残事業Ｂ／Ｃが８．６となってござ

います。 

  ８ページをお願いいたします。 

  この大館北～小坂間、今年度平成２５年度の開通を予定しております。 
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  ９ページ、 後のページになります。対応方針の原案といたしましては事業継続といたして

おります。以上でございます。 

  それから、引き続きまして資料４－１になります。一般国道７号鷹巣大館道路についてご説

明申し上げます。 

  １ページ目をご覧ください。資料１ページの右下の図に朱書きしております区間が再評価対

象の鷹巣大館道路８．３キロでございます。この道路の事業目的は、そこの目的にございま

すように災害時における緊急輸送道路確保等の代替機能の強化、安定的な物流の確保や交流

連携の促進による地域の活性化を支援するという目的で事業を進めてきているところでござ

います。２ページは、先ほどと重複しますので割愛させていただきます。 

  ３ページ以降、事業の必要性を示しております。３ページは国道７号、過去１０年間で１４

回の通行止めが発生しております。やはり、安定した緊急輸送道路の確保といったものが求

められているところでございます。 

  次に４ページでございます。 

  交通事故のデータを示しておりますが、交通環境の改善も求められているというところでご

ざいます。 

  それから５ページ、６ページにつきましては、先ほどの大館北～小坂間の事業で説明をさせ

ていただいております、その再掲でございます。説明は省略をいたします。 

  ７ページにつきましては、全体Ｂ／Ｃが２．９、残事業Ｂ／Ｃは１３．１となってございま

す。 

  ８ページでございます。 

  鷹巣大館道路については、平成２８年度内の開通ということで、現在事業を進めております。 

  後のページになります。 

  対応方針の原案といたしましては事業継続ということで考えております。 

  以上でございます。 

○平山委員長 それでは 後に河辺拡幅お願いします。 

○秋田河川国道事務所長 秋田河川国道事務所の鈴木と申します。 

  私のほうから、一般国道１３号河辺拡幅についてご説明申し上げます。資料番号は５－１に

なります。 

  １ページ目、２ページ目ご覧ください。 

  当該事業ですけれども、秋田市河辺地区、旧河辺町の中心市街地の４車線拡幅事業でありま
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す。１３号に面した河辺地区は、秋田市と県南方向を連結する交通の要衝となっております。

さらに、近傍には秋田空港があるということで非常に交通量の多い区間となってございます。 

  このことから、当該事業におきましては交通混雑の解消、通学路の安全性確保や緊急輸送ル

ートの安定性確保、こういったことを目的に事業を進めております。事業区間としましては

６．６キロ、このうち２．４キロにつきましては既に４車線化が終了しており、今年度さら

に６００メートルの供用を予定しております。 

  １枚めくっていただきまして３ページ目、４ページ目をご覧ください。 

  河辺地区ですけれども、沿線には既に市街地が形成されており、また交通量の多い区間とい

うことで速度の低下の著しい区間となってございます。また、沿線は通学路に指定されてお

りますけれども、昨年、一昨年と２年続けて沿道では死亡交通事故が発生しているというこ

とで、幸いにして学童が巻き込まれた事故ではございませんでしたが、地域からは安全性の

高い道路整備を強く要望されている区間となってございます。 

  ５ページ目、６ページ目をご覧ください。 

  当該区間におきましては年間３００件以上の緊急搬送がございますが、この地区におきまし

ては安定的な搬送に支障をきたしているというような状況がございます。 

  それから、先ほどご説明申し上げましたが、既に２．４キロ区間の４車線化が終わっており

ます。その区間の効果ですけれども、渋滞が大きく減少する、それから事故が低減するとい

うようなことで、道路整備の効果があらわれているものと考えております。 

  ７ページ目、８ページ目をご覧ください。 

  事業の投資効果ですけれども、全体Ｂ／Ｃとしては１．５、残事業Ｂ／Ｃとしては２．０と

なっております。 

  後のページですけれども、対応方針といたしましては事業継続ということで考えておりま

す。私のほうからの説明は以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  要点事業４件、４事業のご説明をいただきました。 

  津軽地方、それから日本海の沿岸、それと秋田県内のいずれも骨格を成している道路でござ

います。１件ずつご審議をいただいてまいりたいと思います。 

  初が一般国道１０１号五所川原西バイパスでございます。これにつきまして、何かご意見、

ご質問ございませんでしょうか。ありませんか。遠藤委員、道路ワーキングの際、質問は何

も出なかったですか。 
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○遠藤委員 細かい質問はたくさんあったかと思うのですけれども、これといって重点的に議論

するようなことはなかったかと思います。 

○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か。 

○九戸委員 資料２－１の２ページをご覧いただければ、先ほどの鯵ヶ沢道路の３．７と五所川

原西バイパスの３．８の間、空白の調査中でございます。ここが通じて初めて救急車も観光

客も通るわけで、ぜひこちらの、自動車専用道路としてのネットワークの整備をお願いした

いと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。ほかにございませんか。 

  それでは、九戸委員のご意見は、いわゆるミッシングリンクの欠落部を早くやってほしいと

いうご意見でございますので、それもまとめの中に付記していただくことにいたしましてお

諮りをしたいと思いますが、事業継続ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あ

り）ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。 

  それでは次ですが、日本海沿岸東北自動車道大館北～小坂につきまして何かございませんで

しょうか。どうぞご意見ありましたら、遠慮なくいただきたい。 

  よろしいですか。 

○浜岡委員 大館北から小坂という日本海東北自動車道の１区間の道路になりますが、これは日

本全体で見ても大きな幹線をなす高速道路になるかと思います。それで、１つ気になりまし

たのは、整備する時に全て２車線となっていることです。今後、もしくは今後ではなくて開

通直後からかもしれませんが、大型車トラックが走行する場合もあれば普通乗用車が走行す

る場合もあると思います。このような車両が２車線の道路を共有するということになります

ので、走行環境というのでしょうか、走行特性が異なる車両が同じ道路空間に存在すると、

さまざまな問題点も出てくるのではないかなと思います。それで、この区間１４キロ、それ

ほど長くはありませんが、全て２車線で整備されるのか、それともどこか坂の区間がある時

には登坂車線など、追い越しできるような環境も整備されているのか、そのあたりの少し細

かい話ではありますが、説明をお願いいたします。 

○平山委員長 もし検討が済んでいれば、お願いします。 

○能代河川国道事務所長 基本的に２車線でございます。ただ、ここに１ページの右下の図に大

館北インターと記載してございます。ここも含めて同時に今年度開通の予定になっておりま

すが、そのインターチェンジ前後挟みまして、そこは追い越し車線といいますか４車線の区

間を設けて比較的遅い車を追い越せるような、そういった構造にしてございます。 
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○浜岡委員 ありがとうございます。 

  そうしますと、１４キロという区間は、場合によっては追い越しできないでそのまま後を走

行することになりますが、インターチェンジのところではわかりました。 

  今回、その１４キロの間何もないということですが、整備する際において何か基準とかなど

ございますか。今、１４キロだからいいですが、それが例えば５０キロになって全く２車線

が続くという状況は少し考えられないですよね。そのあたり、何か考えとか、今回はこれで

よろしいのかもしれないですが、どのようなことを考えられているかというのが、もしあり

ましたらお伺いします。 

○平山委員長 追い越し車線みたいなものをところどころに入れるということですね。 

○浜岡委員 全線４車線でつくるというのは、多分コスト的にも難しいことかもしれませんが、

ただ、４車線と同じような機能を確保するためには、定期的に追い越しできるような形にし

ているということが望ましいのではないかなと思っております。 

○道路調査官 基本的には我々２車線でつくっておりますけれども、大体インターチェンジが１

０キロから２０キロぐらい、三陸ではもう少し短いのですけれども、あります。インターチ

ェンジ周辺は、全てではないのですけれども４車線に結構しておりますので、ですから５０

キロ、６０キロ全部２車線ということはほとんどないですね。 

○浜岡委員 わかりました。ありがとうございます。 

  大体、インターチェンジ間で必ず４車線の区間があるから、それで十分ではないかというこ

とですね。わかりました。 

○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。 

  なければお諮りいたしますが、この事業のＢ／Ｃが全体で１．７、残事業で８．６ぐらい。

原案どおり継続という方針でよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうござい

ます。 

  それでは次、一般国道７号鷹巣大館道路でございます。これにつきまして何かご意見いただ

きたいと思いますが。いかがですか。ご意見なければお諮りしてしまいますが、よろしいで

すか。 

  それでは、一般国道７号鷹巣大館道路、これ原案どおり事業継続ということでよろしいでし

ょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは、 後の件でございますが、一般国道１３号河辺拡幅でございます。これにつきま
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して、何かご意見ございませんでしょうか。 

  秋田空港にも関わっている道路だと思いますし、盛岡から秋田に向ける時も必ず通る道路な

ので、かなり混んでいる道路だと思って認識していたのですが、随分時間がかかっているな

という印象があるのですが、いかがでしょうか。 

○秋田河川国道事務所長 今、委員長よりご指摘いただきましたけれども、平成３年度から当該

事業スタートしております。ですので、もう２０年たってまだ半分というところでございま

す。 

  ちょっと事業の特性を申し上げますと、先ほどもご説明の中で申し上げましたが、市街地部

分の拡幅事業ということもありまして、どうしても地権者の方が多い。さらに家屋の移転等

を伴うといったことで、どうしてもそこにお住まいの方の人生設計といいましょうか、そう

いったところもあって、なかなか事業を進めにくいというのが事業の特性としてございます。 

  それと合わせて、どうしても田んぼですとかそういったところを買うのに比べると、用地の

コストがかかるものですから、そういった面でも事業の進捗が、悪い言い方をすれば余り図

られていないということで、実は、地域の皆さん方からも何とか早く進めてくれというよう

なお叱りを受けているところです。頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

○平山委員長 わかりました。 

○河野委員 この事業に関してだけではなく、今上げた４つについてですが、事業の必要性の説

明の時にあげられたのが、高度医療へのアクセス、それからスイカの荷いたみが少なくなる、

あるいはリダンダンシー。また歩道の安全性が高まる、こういったことを必要性の理由とし

ておっしゃっていたのですが、実際、確かにこれが大事なのだと思いますが、それらの便益

が、残念ながら 後の費用便益のところにいずれも入っていません。これは大変もったいな

い話で、高度医療のアクセスの試算などはやられているので、ぜひとも費用便益分析、 後

の費用便益分析のところにこういった効果を入れるように、マニュアル改訂への働きかけな

どもしていただきけたらなと思います。 

○平山委員長 働きかけは、地整から中央に上げるということもあろうかと思いますし、そのた

めの実績づくりといいますか、やはりそういうことはできるだけ数値化して参考的に資料に

も入れ込むような努力を、ここの委員会の中でもしていったらどうかと思いますので、ただ

いまのご意見をぜひ参考にされてください。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 
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○大久保委員 標準断面についてなんですが、この中に堆雪帯というのがありますよね。これは

これを設けることによって、通常のランニングコストは安くなるわけですよね、横にすぐ置

けるわけだから。そういうのはやはりカウントされているのですか。 

○秋田河川国道事務所長 効果というよりは、実は表現として堆雪帯という表現をさせていただ

いていますけれども、通常いう路肩の部分になります。ですので、普通にあるものの表現を

今回こういう表現にさせていただいたとご理解をいただければ。特別なものとして今回設け

たというものではございません。 

○大久保委員 ただ私は、堆雪帯というのは非常に東北には本当にありがたいことだと思います

ね。いちいちそれをトラックで捨てにいくという手間ひまがすごくかかるわけだから、初期

投資の段階で、山の中だったら用地も安いでしょうから、そういうところはそういう場所を

あらかじめ確保するとかやっておけば、相当、あとの管理費も安くなるのではないのかなと

思います。そうすると、これはやはりこういうものを入れ込んでも、意図的にそういう計画

の中に堆雪帯というのを入れてもいいと思います。これは便益計算できると思うのですよね。

そういうふうに感じました。 

○道路調査官 今入れ込んでいるのは、便益という捉え方でなくて、逆にＣが小さくなるという

形で入れ込んでいます。先生がおっしゃられるように、両側が例えば民家なんかがあって、

路肩の部分、堆雪帯の部分が少ないと、雪がたまるとそれをトラックで運搬排雪してお金が

いっぱいかかるわけですね。それに対して、先生がおっしゃられるように、これは横に寄せ

ればいいだけですから。つまり、管理費、除雪費があまりかからないということで、秋田の

平均的な単価を入れてＣを小さくしているという形で配慮しております。 

○平山委員長 何かありますか。北林委員。 

○北林委員 私も、これは雪のために設けたものだと思ったのですが、路肩だとすればほかのと

ころは２．５メートルとってありますが、こちらは２メートルですね。さらに歩道があるという

ことは、歩道からの除雪の分も含めますと、普通の路肩の幅は当然あってもいいのではないかと

思いました。この２と２．５の違いをご説明ください。 

○秋田河川国道事務所長 私からちょっと説明させていただきますと、実は、今回私どもの河辺

拡幅以外に４件ございますけれども、この４件全部自動車専用道路になっていて、私どもの

河辺拡幅とそもそも道路構造が違っております。それで、自動車専用道路で例えば中央分離

帯をつけるような構造にしてしまうと、事故車が停まったりすると追い越しができなくなる

ものですから、自動車専用道路の場合は比較的路肩を広くとるというのが一般的になってい
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ます。 

  今回の私どもの路肩２メートルとなっておりますけれども、実はこれ、標準の、要するに雪

の降らないところをベースにした路肩と比べると幅が広くなっております。先ほど委員から

お話しいただいたように、除雪をした時に、まず一次除雪というのですけれども、降った雪

をまず路肩によけると。それがある程度積み重なってから、今度運搬排雪ということでどこ

かへ捨てにいくということを通常やるわけですけれども、その一次堆雪ということで雪をた

められる幅を、雪の降らないところと比べれば路肩として幅を広くとっているということで、

そういうことがあるものですから、堆雪幅として２メートルという表現をさせていただいて

います。すみません、ちょっとわかりにくい表現になっていたかと思うんですけれども、そ

ういう趣旨でございます。 

○北林委員 わかりました。 

○平山委員長 よろしいですか。それでは、浜岡委員。 

○浜岡委員 １ページに平面図ということで、起点と終点が示されています。実際、私、秋田に

住んでおりまして、大曲や盛岡に行く時にこの道を使っているのですが、起点の場所のもう

少し上り側でしょうか、大仙市側になりますと登坂車線があります。つまり、３車線の区間

になっています。それで、その３車線の区間から２車線になり、そして４車線になるという

のは、道路として連続性がないという気もします。区間長がどれぐらいの距離になるかは十

分に調べていませんが、１０キロもない数キロの話と思いますが、これをもう少し延長する

ことは可能でしょうか。説明をお願いいたします。 

○秋田河川国道事務所長 まず、登坂車線、実はここからもうちょっと大仙市よりのほう２キロ

ぐらいのところに設けてございます。先生、先ほどいつも通っていらっしゃるということで

すけれども、やはりちょっと地形条件が厳しいものですから、そこについては登坂車線を設

けております。 

  実は、今回の事業の起点のところ、ちょっとわかりにくくて恐縮なのですけれども、実は下

のほうに向かって細い線がちらっと伸びております。破線が下のほうへ伸びているのと、も

う１本まっすぐ下に伸びている道路、実はこれ秋田の市道でして、出羽グリーンロードとい

われている道路です。実は、ここのほうに入っていく車、ここから入ってくる車も結構ある

ものですから、とりあえず今回の事業としては、ここで交通の分散それから交通の集約があ

るので、ここから秋田部分については４車線化というようなことでの計画をさせていただい

ています。今回の事業が終わった後、またその先で問題があるようであれば、改めて４車線
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化とかということの検討になってまいるかと思います。 

○浜岡委員 どうもありがとうございます。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

  では、意見がないようでございますのでお諮りをさせいただきます。 

  河辺拡幅、一般国道１３号、これＢ／Ｃは１．５、残事業で２．０ということでございます

が、事業を原案どおり継続ということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは、道路事業の再評価につきましては以上でございまして、もう１件、事業評価にお

ける審議の重点化、効率化というか、につきまして、少しご意見をいただきたいと思います。 

  このことにつきまして、事務局からお話をいただければ。 

○森企画部長 それでは、企画部長の森でございますが、私のほうから資料７に基づきまして、

今までの経過を、おさらいも含めまして資料のご説明をさせていただきます。 

  この件につきましては、今年度初回の委員会の際に、委員長のほうから全国の事業評価監視

委員会の委員長様が集まられるという機会がございまして、その時に、各地方１０個ござい

ますが、そちらのほうで共通の話題として出た案件をご紹介いただきました。その時の論点

といたしましては、数年前から、再評価の間隔というのが５年から３年というふうに短縮に

なりまして、それで審議案件が倍ぐらいに増えたと。そういうこともございまして、重点事

業と要点事業に、今日もご審議いただきました形で分けてやってはいるのですけれども、ど

うしても件数が多いということもございまして、委員の皆様方のご出席等にもいろいろなご

無理をお願いするということも出てまいりましたり、３年ぐらいだとＢ／Ｃとかにつきまし

てもそんなには変わらないということもままあるわけでございまして、そのあたりを、何か

もう少し効率化できるようなところがないかと問題提起していただきました。 

  それを受けまして、前回、前徳山局長のほうから、事務局としても少し従来の分析も含めて

原案というのをご提案させていただくということをお約束させていただきましたので、その

結果について報告するということでございます。 

  まず１ページ目お開きいただきまして、これは本日もやっていただきました審議方法という

ことで、平成１９年度より重点事業、それから要点事業というような区分けを委員会のほう

で決めていただきまして、ワーキングでまずその分類をしてやっていただくということをや

っております。再評価、従来は５年ごとにということでございましたが、それが現在は３年

経過ごとということでございまして、それに加えて事後評価についてもご審議いただくとい



-24- 

うことをしてございます。なお、東北につきましては、今年度、昨年度、ダム検証につきま

しては事前審議ということも含めまして、より丁寧なご審議ということもいただいていると

ころでございます。 

  次の２ページ目をお開きいただきたいと思います。 

  こちらは過去５年間の、実際にその委員会でご議論いただきました意見の割合です。事業を

ご説明してご審議いただきましても、ご質問はいただくのですけれども意見としていただく

というのはないものもございます。それがどんな文言になっているのかということをまとめ

させていただいたものでございます。 

  この左のほうは、重点事業・要点事業別の意見の有無割合ということでございまして、重点

事業として概ね５３％、重点事業として意見があるものが３５％ぐらいの割合になってござ

います。その意見をいただく内容をさらに分析しましたのが右のほうの図でございまして、

まず、事業費等に変更が生じるもの、これについて、その意見をいただいた中の４５％がそ

ういう割合になってございます。次に、事業計画に変更が生じているもの、この変更内容に

ついてのご意見ということが３８％に上るということ。その他１７％ということでございま

して、Ｂ／Ｃが１付近のものであったりとか、そういったものについていろいろご意見をい

ただいているという実態がございます。 

  この結果から申し上げられますのは、やはり再評価ということですので、 初に事業を実施

する際にもこういうプロセスを経ているわけでございまして、それに対して変更が生じたも

のということについて、よりさまざまなご意見をいただきご審議、ご議論いただいていると

いうようなところがわかろうかと思います。 

  次のページをお開きいただきたいと思います。 

  そこで、考えました審議の重点化についての案ということでございます。これは、道路ワー

キングのほうでもお示しをさせていただいたものと同じものをお示しさせていただいており

ます。 

  まず背景といたしまして、今申し上げましたような、これまでの審議の傾向といたしまして、

意見が以下の２点に集中しているのではないかということを考えてございます。まず、事業

費等に変更が生じるもの、それから事業計画に変更が生じるもの。本日重点事業としてご説

明させていただきました案件につきましては、事業費に変更が生じるものということでござ

いました。 

  次に、今回の重点化という趣旨に鑑みまして、こういうことを狙いとしていったらいいので
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はないかと考えましたのが、まず、重点化を図るために、この２点に該当する事業を重点事

業として時間をかけて審議するということを共通認識としてはどうかと。それで、その他に

つきましては要点審議事業として、今現在は、本日もご説明させていただきましたように、

この重点、要点に資料の分け隔てはなく、同じ資料をつくりまして、審議の仕方を要点事業

につきましては一括説明の個別審議ということでやらせていただいております。重点事業に

つきましては、個別説明の個別審議１件ずつ審議をいただいているわけでございますが、そ

れは、要点審議事業に関しましては、各評価項目を一覧表に整理して一括説明一括審議とい

うふうにさせていただいたらどうかという目的意識でございます。 

  具体的方法、今の再掲になりますけれども、重点事業につきましては、さらに十分な審議時

間を確保いたしまして、本日ご議論いただきましたＢ／Ｃの問題ですとか、そういった、別

途いろいろご議論いただいている課題についてもさらに重点的に審議をいただけないかと。

また、要点審議事業につきましては、特に変化が生じる項目というのも特定できる部分が多

いものでございますので、事業計画の変化、投資効果の変化、事業進捗の見込み、対応方針、

これを一覧表に整理したものでご審議いただきまして、なおかつ、ワーキンググループでそ

の辺の選別についてもご議論いただいてございますので、ここで社会情勢等の変化があった

場合、委員から要求があった場合につきましては、そこで重点審議事業に変更して従来どお

りの個別説明、個別審議というふうにやっていただいたらいかがかと考えてございます。 

  次のページ、４ページ目をお開きいただきたいと思います。 

  従いまして、重点審議事業選定に当たっての考え方、これは今のご説明をまとめさせていた

だいたものでございますが、事業費、事業計画に変更が生じるもの、その他ワーキンググル

ープ等において重点審議が必要とされた事業というのを１つの目安に使っていただければと

思います。 

  ５ページ目をお開きいただきたいと思います。 

  これは、本日ご審議いただきました５件の案件を、今ご説明いたしました一覧表の形でまと

めたらどういうふうになるのかというのをご用意させていただいたものでございます。その

変化の多い項目といたしまして、事業計画、事業費でありますとか、それから投資効果、Ｂ

／Ｃにつきましても、変化があるかどうかということも含めて数値でお示ししないとわから

ないというところでございますので、これについては 新のものを前回のものと比較できる

ような形でお示しをさせていただきました。 

  従来と異なっておりますのは、これをもって一括審議、そして一括説明、一括審議というふ
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うにやっていただいてはいかがかという、そういう提案でございます。 

  簡単でございますが、資料の説明は以上でございます。 

○平山委員長 森部長から、お考えになっている重点化の方向性についてご説明がございました。

今日の議論を考えてみると、確かに重点についてはかなり一生懸命議論して、要点について

は意見があった事業もあるしなかった事業もありました。我々の仕事としては、ワーキング

グループでまず資料をいただいて、そこで重点か要点かを選別するという作業があります。

そこに出てない委員も本委員会には出ますので、本委員会では同じ資料を用いて事業継続に

ついて是か非か、そこの判断を全員で行います。重点と要点の判断のためには、どんな資料

があればいいかということだと思います。資料が少し節約できれば、あるいは一括審議みた

いな形にやれば、もう少し時間的にも省略化、効率化できるのではないかいうことでござい

ます。 

  この一覧表がすごく気になって、一覧表だけ見て果たして判断できるかということが、非常

に心配です。一覧表に多分地図とかいろいろ付随するものがあるのだと思いますけれども、

そのあたりの説明をしていただけませんでしょうか。 

○道路計画第一課建設専門官 それでは、ご説明させていただきます。 

  今、企画部長のほうからお話がありましたように、要点審議事業が一覧表等での審議になり

ますので、どういった資料が添付されるのかというご質問だったと思います。 

  本日配付させていただいております資料でご説明いたしますけれども、まず、お手元に今回

ご審議いただきました５事業を地図に落としましたもの、それからその後ろに各事業箇所の

パンフレットがついてございますけれども、要点審議事業であっても、例えば２０件審議す

る場合は２０件分の資料がこのように添付されるということになります。 

  それから、資料のナンバーとして１－２、２－２というふうに書いてございますけれども、

今回は５件でございますので５－２までございます。これについては、中身を１枚めくって

いただきますと県知事からのご意見の資料が１枚ついています。その後ろのほうに様式－２

ということで大分分厚い資料がついてございますが、これはＢ／Ｃの算定根拠でございます。

これについても、もし要点審議事業が２０事業ある場合は２０事業分全て添付されるという

ことになります。 

  それから、本日各事業のご説明に使わせていただきました資料、１－１から１－５でござい

ますけれども、各事業につきまして、重点審議事業につきましては今回の資料と全く同じよ

うな体裁での資料になります。この資料に基づいてご説明をさせていただくということにな
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ります。 

  要点審議事業についてはどうなのかということでございますけれども、今回の資料の１－１

から１－５の中の１枚めくっていただきまして、１ページ目、事業の目的と概要、計画概要、

事業費、標準断面、そういったものが書いてございますけれども、この１ページ目の資料と、

それからこの中のめくっていただきまして１３ページ目、事業の進捗見込みの視点というこ

とで地図がございまして、事業の進捗状況が写真等でご説明してございますけれども、こう

いったもの、１ページ目と１３ページ目が要点審議事業につきましても配付されると、全て

の事業について配付されるということでございます。 

  後に簡単にまとめますと、重点審議事業と要点審議事業で変わってくるのは、例えば鯵ヶ

沢道路１－１でいきますと、この資料のボリュームが若干変わってくると、そういった違い

でございます。 

○平山委員長 では、今配っていただいている資料と比べてあまり減らないかもしれませんね。 

○道路計画第一課建設専門官 資料の１が若干重点と要点でボリュームが変わってくることにな

ります。 

○平山委員長 何枚か減るということですね。そのぐらいの違い。ワーキンググループも本委員

会も同じ資料で審議することになりますか。 

○道路計画第一課建設専門官 同じ資料になります。 

○平山委員長 そういうような新たな資料のつくり方、やってみてまただめだったら少し調整す

る、微調整があり得るのかもしれませんけれども、とりあえずそんなようなことを原案とし

てお考えだということでございますが、いかがでございますか。 

○森企画部長 それと、ご紹介が遅くなりましたが、本日ご欠席の各先生方のほうに、事前にこ

の件につきましてはご説明を申し上げておりまして、黒沢先生のほうから「重点化について

は賛成なのですが、資料につきましては従来の資料を使っていただくということもご検討い

ただけないか」というご意見をいただいたところでございます。 

○平山委員長 黒沢先生のご意見はご意見でございますから、委員会の中で決めたいと思います

が、フルセットなければ判断ができないのか、正しい判断をするために必要な書類がどこま

でなのかということかと思います。 

  黒沢先生、今日はお休みでございますので、ここのご意見をまず取りまとめて先生とちょっ

と相談をしてみたいとは思います。いかがでございますか。先ほどの説明ぐらいの資料で判

断できるということであれば、先生の意見も「皆さんで相談しましたけれども、これぐらい
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あれば大丈夫だというのが全体のご意見でした」と私は伝えたいと思います。 

○九戸委員 異を唱えるわけではないのですが、毎回全く自分で行ったことのない場所のさまざ

まな条件というのを、この資料をもって初めて知るわけです。例えば大館北～小坂は、私も

デスティネーションキャンペーンで小坂の都市鉱山という、レアメタルをとるところを見て

きました。能代港とか秋田港から直接運び込むために、さっき浜岡先生がおっしゃったよう

にトラックがどんどん入ってくるようになると、より安全な道路が求められるわけで、その

背景を知る必要があります。私はこの委員会に出て、各地の道路の成り立ち方というのをこ

ういうふうに図で見るということで勉強させていただきました。ここは勉強の場ではないと

はいえ、より理解を深めるという意義があります。これをおまとめになる整備局はものすご

く大変だと思いますが。 

  簡略化には賛成ですけれども、ワーキングの中でとか、どこか片鱗を残していただければと。

全くこれが 初と 後の地図と数字だけでは、具体的な必要性というところに心もとない気

がいたしました。 

○岩﨑副局長 ちょっとだけ補足してよろしいですか。 

  九戸委員がおっしゃられたように、審議をするものについてはきちっと今までのような資料

を用意するのですけれども、今まで５年に１回やっていたものが３年に１回になったわけで

すね。そうすると、５ページの今日の資料を見ていただきますと、全く前回と状況が変わっ

てないものがあって、それも３年に１回自動的に必ず再評価をしなさいとなってくるもので

すから、そうすると、今言っている非常に膨大なことについて、３年に１回ずつ全く状況も

変わらないのに審議をしていただいているということで、膨大な審議が必要になってくると

いうことで、何とかもう少し重点化をできないかというご相談なのですね。 

  ですから、我々が考えているのは、５年に１遍従来やっているようにきちっとやるし、途中

で何か変わったものがあればきちっと資料をつくって見ていただきましょうというのがうち

の提案でありまして、審議していただくものの資料、わかりづらいものにするのではなくて、

今と同じようにわかりやすいものを審議する場合についてはご用意させていただこうという

ことでございます。今も、委員会を年にたくさんやっていただいていて、それも長時間にわ

たっているものですから、もう少し効率化できないかという趣旨でございます。 

○平山委員長 よろしいですか。 

  ですから、我々が判断に必要なものはやはり出していただかないと、それは我々の判断がお

かしくなりますので、 低そこは守らなければいけないと思いますが、そのレベルが、３年
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以上やっている先生方は前の資料を出してくれば全部わかっていますから、何も新しい変化

はなかったことだけ言っていただければそれで済むのですけれども、新たに委員になられた

方は、見てはじめて勉強することになります。資料の出し方は難しいですね。何かございま

すか。 

  私もどんなことが起きるのかわからない面もありますので、先ほど森部長が提案されたよう

な線で一回やってみて、それで足りないようだったら３年前の資料も添付してくれとか、そ

ういう言い方もあるでしょうし、ちょっと試行的に次回だけは今日のご提案のような仕組み

でやらせていただいて、また次回それでやってみて、だめだったら、またその次の回はこれ

をつけるようにしましょうとか、これは要らないですとか、そういう話にもっていきたいと

思います。そんな試行的に改善していく進め方でよろしいですか。（「はい」の声あり）そ

れでは、そのように進めさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 

４．その他 

○平山委員長 それでは、その他でございますが、前回の委員会で審議いたしましたダム検証に

つきまして、その 新の経過報告を事務局のほうからお願いしたいと思います。 

○水災害予報センター長 それでは、ダム事業の検証にかかる経過報告について資料８に基づい

てご説明いたします。 

  １ページ目を開いていただきまして、ダム事業の進め方についてフローチャートを示してお

りますが、下段のほうのかぎ括弧の〔ク〕のところ、７月１０日第２回事業評価監視委員会

を開催し、この中で鳴瀬川総合開発事業、鳥海ダム建設事業の両事業につきまして継続は妥

当であるという審議結果をいただきました。その審議結果を踏まえまして、７月１８日に

〔Ｃ〕の地方整備局長名で対応方針（案）を作成し、大臣報告を行っています。 

  資料の 後のページを見ていただきたいのですが、４ページです。対応方針の原案がちょっ

とわかりづらいということで、この原案を修正対応方針（案）のとおりに直して大臣報告を

しているということでございます。この赤書きのところを主に修正し、「「鳴瀬川総合開発

事業」として調査を「継続」することが妥当であると考えられる。「筒砂子ダム建設事業」

については「中止」することが妥当であると考えられる」と修正して報告しております。 

  また、申しわけありませんが1ページに戻っていただきまして、ちょうどこれ以降は本省の

ほうの流れになりますが、鳴瀬、鳥海を含めた全国の５つのダム事業の検証を審議する第３

１回の有識者会議が８月８日に開催されております。 
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  この有識者会議の審議を踏まえまして、８月２３日に大臣の決定方針が出されています。そ

れにつきましては、資料２ページ、３ページを見ていただきたいと思います。 

  本省の記者発表資料でございまして、結果につきましては３ページに記載されております。 

  鳴瀬川総合開発事業、鳥海ダム建設事業につきましては継続ということと、それから筒砂子

ダムにつきましては平成２５年度をもって補助金交付を打ち切りにするという対応方針が出

たところでございます。 

  その後の経過につきましては以上でございます。 

○平山委員長 何かご質問ございませんか。 

  順調に進んでいるということでございますね。わかりました。 

  ありませんか。それでは、きょう準備したものは以上でございますので、審議の結果の取り

まとめをいたします。１０分間休憩をとりたいと思います。 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 それでは、準備ができましたので、委員会を再開したいと思います。 

○佐藤地方事業評価管理官 議事概要のまとめを配付させていただきましたけれども、お手元に

届いていますでしょうか。 

  それでは、審議結果について前段の部分を省略いたしまして私のほうから読み上げさせてい

ただきます。 

 １．事業審議について 

 ・道路事業再評価審議結果 

  ①一般国道１０１号鯵ヶ沢道路 

  ②一般国道１０１号五所川原西バイパス 

  ③日本海沿岸東北自動車道大館北～小坂 

  ④一般国道７号鷹巣大館道路 

  ⑤一般国道１３号河辺拡幅 

  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。 

   ・Ｂ／Ｃの算出については、雪の影響など地域特性が反映されるような方法を今後検討す 

   ること。 

   ・これまでに事業費が大幅に変更した事例を収集し、今後の調査方法や事業費算出に活用 

   できるように努めること。 
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   ・五所川原西バイパスと鯵ヶ沢道路の間についても事業化し、自動車専用道路としてネッ 

   トワーク化が必要。 

   ・事業の目的としている高度医療施設へのアクセス向上や物流の効率化、リダンダンシー 

   の確保、歩行者の安全等がＢ／Ｃの効果として考慮されるように検討すること。 

 ・事業評価監視委員会の進め方（重点化）について審議結果 

  次回は試行的に事務局案のとおり実施し、必要に応じて見直しを行うものとする。 

 ２．その他 検証ダム事業の経過報告について 

  事務局より、検証ダム事業の経過報告があった。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  何かご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、議事概要につきましても提案のとおりお認めいただいたということにさせていた

だきます。 

  本日は以上でございますね。 

 

６．閉 会 

○司会 それでは、以上をもちまして平成２５年度第３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。長時間、どうもありがとうございました。 

 


