
 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２５年１０月１８日（金曜日） 

    １４：３０～１７：００ 

場 所：東北地方整備局 二日町庁舎（大会議室） 

 



１．開 会 

○司会 それでは、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４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まこと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。 

  本日は１１名全員の委員の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ありましたのでご紹介いたします。 

  安藤副局長でございます。 

○安藤副局長 安藤でございます。よろしくお願いします。 

○司会 岡本建政部長でございます。 

○岡本建政部長 岡本でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 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。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つけください。 

  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挨拶を申し上げます。 

○小池局長 大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

  本日は前回の委員会にてご了解いただきました「事業評価における審議の重点化について」

を適用した初めての会議となります。「審議の進め方」については事前に道路ＷＧでご審議

いただきましたが、道路ＷＧに参加されなかった委員方からも忌憚のないご意見をいただけ

れば幸いです。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を申し上げます。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。よろしいでしょうか。 

  では、審議に入らせていただきます。平山委員長、お願いいたします。 

 

３．審 議 

○平山委員長 それでは、委員の皆様、今日はお集まりいただきましてありがとうございました。

審議に入らせていただきます。 

  その前に前回の委員会までに委員の皆様からいろいろご質問をいただいていたり、ご提案な
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どございました。それに対して事務局でお考えをいただきましたので、審議の前にご報告を

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○道路計画第一課長 それでは、ご報告をさせていただきます。前回の会議のときに３点ほど検

討していただきたいというようなご意見をいただいた部分がございましたので、説明をさせ

ていただきたいと思います。 

  まず一番初めに、Ｂ／Ｃを算出するときに雪の影響など、地域特性も反映されるような方法

を検討していただきたいというようなご意見をいただいたかと思います。 

  現在、Ｂ／Ｃ、費用便益費を算出するときにはご承知の３便益を基本として算出していると

ころでございますが、東北地方の地域特性に応じた算出ということで今やってございますの

は、冬期に旅行速度が低下するということがございますので、その旅行速度の低下というも

のを考慮して便益として現在も算出をさせていただいています。それ以外の地域特性という

ところはまだ反映がなされておりませんので、そちらに関しては今後関係部局に働きかけ等

をいたしまして今後考えていきたいと考えております。 

  もう１つございましたのが、事業費が上がった件がございましたけれども、そういった事業

費が上がった事例を収集して今後の調査方法、また事業費算出に活用できるように努めてほ

しいというご意見をいただきました。 

  前回も簡単にお話ししましたが、これまでの再評価として、ご審議いただいた案件全部で２

３４事業ございます。その事業の中で事業費増の事例は全部で３１件ございました。その要

因をいろいろ調べさせていただきましたけれども、やはり多かったのは軟弱地盤等地質に関

係する案件が多かったということがまず収集した中でわかったことでございます。今後、新

規事業化に向けた調査方法改善など、それらの集めた部分をしっかり分析しながら適切な事

業費算定に活用してまいりたいと考えております。 

  最後にもう１つ、防雪柵の効果を試算でこれぐらいの効果があると、３便益とは別に試算値

を資料に掲載させていただきましたけれども、それ以外にも事業の目的としている高度医療

施設へのアクセス向上とか物流の効率化、リダンダンシーの確保、また歩行者の安全等、そ

ういったものも今後Ｂ／Ｃの効果として考慮されるように検討してほしいというご意見いた

だきました。 

  それに関しましてですが、今回ご審議いただく資料の中でも高度医療施設へのアクセス向上

に伴う便益など、試算が可能なものに関しては掲載をさせていただいております。そういっ

たものも後ほどご覧になっていただきたいと思います。そのほかには災害時の迂回損失、ま
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た騒音の低減効果の便益、そういったものも試算値で掲載を今回は資料の中でさせていただ

いております。それ以外の部分に関しては、まだ定量的に算出する手法等が確立されていま

せんので、そういったものは今後引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。 

  以上、前回のいただいた意見に対して現段階のご報告でございました。以上です。 

○平山委員長 対応状況をご報告いただきましたけれども、委員の皆様、何かご意見ございませ

んでしょうか。 

  Ｂについては参考値として載せてございます。定型になっていないものですから最後のＢ／

Ｃの計算のところではそれは除いてある資料を今回出させていただいています。 

  それから、軟弱地盤をはじめとした事業費の増については前向きにご検討いただいていると

いうことで、まだ結論は出ていないようですが、早い機会に結論が出ることを期待していま

す。 

  よろしいでしょうか。（「はい」の声あり）それでは、審議を行いたいと思いますが、ご説

明につきましてはいつものように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

したいと思います。 

  先ほど局長からお話ございましたように、本日は新たな進め方を予定しております。道路事

業の再評価２１件の審議を行いますが、道路の事業選定ワーキンググループが行われており

まして、まずどの様な資料で審議を進めるかをワーキンググループで検討していただきまし

た。その後、重点事業、要点事業の選別を行っています。これらの審議経過につきまして事

業選定委員の九戸委員からご説明をお願いしたいと思います。 

○九戸委員 道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループを１０月１日に開催いたしまし

た。浜岡委員、平山委員長、黒沢委員、私の４人で審議の重点化に係る資料の検討と審議事

業の選別を行いました。ご報告させていただきます。 

  まず、審議の重点化に係る資料についてです。前回の第３回委員会で重点審議事業について

は従来どおりの資料を用いて今まで以上に時間をかけて審議する一方で、要点審議事業につ

いては一覧表と簡潔な資料に整理して一括審議することが決定しております。今回の道路ワ

ーキンググループにおきまして重点・要点審議事業の選別、そして要点審議事業の資料がど

の程度の内容であれば事業の継続あるいは中止の判断ができるかについて検討を行いました。 

  事務局から複数案提示された中から、今回の委員会で事務局が準備いたしました資料であれ

ば判断が可能ではないかという結論にいたりました。その後で審議事業の選別をいたしまし

た。今回は道路事業の再評価２１事業が対象となっております。検討の結果、重点審議事業
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として次の４事業を選定いたしました。選定理由と審議ポイントを簡単に説明してご紹介い

たします。 

  まず１つ目は、一般国道４号盛岡北道路。選定理由は前回再評価時よりも全体事業費が１０

億円増加していることです。審議ポイントとしては全体事業費が増額となった理由について

です。 

  ２つ目は、一般国道４５号釜石山田道路。選定理由は事業計画の変更がありまして、審議ポ

イントとしては計画変更の理由とその内容についてです。 

  ３つ目が、東北中央自動車道米沢～米沢北。ここは選定理由としてはインターチェンジが追

加されること、そして、そのインターチェンジ追加の理由等についてが審議ポイントとなり

ます。 

  ４つ目は、一般国道４７号余目酒田道路です。選定理由は前回再評価時よりも全体事業費で

５４億円増加していること、開通目標年次が変更となったことでございます。審議ポイント

としては事業費が増額となった理由とその内容、また、開通目標年次が変更になった理由な

どについてです。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  ワーキンググループでは皆様のお手元にある一覧表、参考資料、及び資料５にありますよう

なレベルの全事業に対する資料によりをご提出いただいて重点と要点に選別をいたしました。

重点事業は今お話ありましたように４事業でございます。重点事業についてはさらに詳しい

資料（資料１～４）で今日の審議を行います。残りの要点事業についてはワーキンググルー

プの資料をそのまま使って、一括して審議をしようという進め方でございます。 

  今日は初めてですので、後で委員会が終わった時点で資料についてご意見をいただくことに

したいと思います。ぜひ忌憚ないご意見をお願いしたいと思います。 

  それでは、まずいつものように重点事業から入りたいと思います。重点事業は個別説明、個

別審議です。 

  それでは、１つ目の一般国道４号盛岡北道路につきまして説明をお願いします。 

○岩手河川国道事務所長 それでは、資料の１をご用意願います。１ページでございます。 

  国道４号の盛岡北道路でございますけれども、この事業、前回の再評価からまだ２年しか経

過しておらないのでございますけれども、先ほどお話にもありましたとおり事業内容の見直

しによりまして事業費の変更が生じたことから、今回事業再評価にお諮りするものでござい

ます。 
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  事業の目的と概要からご説明いたします。 

  盛岡北道路は、一般国道４号盛岡市から岩手郡の滝沢村の間、延長３．６キロメートル、今

現在２車線の部分を４車線化する事業でございます。この区間は慢性的な交通混雑の緩和、

交通安全の確保や沿道環境の改善を目的とするものでございます。 

  全体事業費でございますけれども、前回評価時点では４４億円を予定しておりましたが、後

ほどご説明いたします理由によりまして１０億円の増額となる５４億円に変更したいと考え

ております。 

  ２ページ目をお願いいたします。 

  こちらが位置図になりますけれども、延長３．６キロ、平成２７年度の開通予定としており

まして、その前後の区間は既に４車線化がなされておるところでございます。 

  次のページをお願いいたします。３ページです。 

  事業の必要性でございますけれども、盛岡北道路の事業区間は今２車線のため郊外から盛岡

市街地に出入りする交通が集中いたしまして、平日の朝夕のピーク時間帯や休みの日の昼や

夕方には旅行速度が著しく低下し、主要渋滞箇所となっております巣子の交差点やその南の

ほうにございます分れ南交差点、こちらのほうで渋滞が発生しております。盛岡北道路の整

備で車線数を増やすことによりましてこの慢性的な混雑を緩和したいと考えているところで

ございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  この事業区間のうち滝沢村の巣子地区、こちらは住宅や商業施設が並んでいます。そのため

交通事故が多く発生しておりまして、死傷事故率は東北の平均の約６倍と高くなっておりま

す。盛岡北道路の整備で車線数を拡大いたしまして交通の円滑化を図ることにより、交通事

故の減少を期待し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。 

  巣子地区でございますけれども、以前から騒音レベルが高く、昼夜ともに環境基準を上回る

状況となっております。この盛岡北道路の整備によりまして騒音を小さくし、沿道環境の改

善を期待しているところでございまして、ちなみに拡幅整備による騒音の低減効果の便益を

試算いたしますと、開通から５０年間で約３億円になるというふうに試算しております。 

  ６ページをお願いいたします。 

  さて、今回事業費が増額になった理由についてご説明させていただきますが、これは電線共

同溝、道路の下に電線ですとかＮＴＴ線ですとか、そういうものを埋設する仕事なんですけ
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れども、この電線共同溝を追加することとして１０億円の増額を考えております。 

  盛岡北道路、この場所ですけれども、岩手県条例の環境緑地保全地域に指定されている松並

木と平行して走っておりまして、岩手山を眺望できる区間です。この松並木や岩手山の景観

を保全する観点から平成２２年度第２１回東北地方無電柱化協議会、電柱をなくする協議会

でございますけれども、において巣子地区の電線共同溝が計画決定されたところでございま

す。その後、平成２３年から昨年、２４年度にかけましてその参画いただく電線事業者及び

岩手県警察と協議を行いまして、今年度電線共同溝法に基づく区間指定が行われたところで

ございます。 

  巣子地区の電線共同溝は盛岡北道路の事業区間と重なるところでございますので、この盛岡

北道路の事業と一体となって同時に施工することが有利であることからこの事業と一体とし

て整備することとし、１０億円の増額となったところでございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  事業の投資効果でございますが、全体事業、Ｂ／Ｃは事業費は１０億円ほど増えております

が３．３で、残事業はＢ／Ｃ６．０となっております。 

  次のページをお願いいたします。８ページです。 

  平成２５年度、今年度は道路及び道路構造物の設計、用地買収、さらに道路の改良工事を進

めてまいり、平成２７年度、平成２８年度に岩手県国体がございますので、それに間に合う

ように全線開通を目指したいと考えているところでございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  岩手県知事からは事業を継続するようにという意見をいただいておりまして、あわせて早期

の完成に向け事業進捗を図っていただきたいと言われております。私どもの対応方針の原案

としては事業継続と考えるところでございます。以上でございます。 

○平山委員長 ご説明ありがとうございました。 

  先程九戸委員からご説明ございましたように事業費の増が重点事業の選定の理由でございま

す。電線共同溝を新たに設置することになったという理由が述べられました。何かご質問、

ご意見ございませんか。どうぞご遠慮なく。 

○北林委員 電線共同溝法に基づく整備すべき道路の区間指定ということでこれが出てきたとい

うことですが、区間指定をするのは誰で、どういう基準でこういうことを指定するのかとい

うことをお答えいただければと思います。 

○平山委員長 よろしくお願いいたします。 
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○岩手河川国道事務所長 まず、これ東北地方無電柱化協議会というものがございまして、こち

らのほうで安全で快適な道路空間の確保、災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向

上、良好な景観などを目的に無電柱化を進めることを協議しているところでございます。計

画を法律に基づいて位置づけているのは、電線共同溝法に基づいて決定しているのは国土交

通省になります。 

○北林委員 では、どういうところをどういう基準で指定をするのでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 例えばですけれども、観光に役立つところ、あと景観に配慮すべきと

ころ、さらに言うと伝統的なお祭りなんかで高い山車なんか動くところがありますよね。な

ので、そういうふうな伝統的なお祭りを守るところ、そのようなところを重点的に先にやる

ようにしております。 

○北林委員 ありがとうございました。 

○河野委員 その無電柱化する際に、この無電柱にしたことによる便益、例えば大きなものは景

観などですけれども、その景観の便益というのは計算しないのでしょうか。ぜひともしてほ

しいです。 

○岩手河川国道事務所長 すみません、まだその検討する方法がまだ解決されておりませんので、

今後いろいろ検討させていただければと思います。 

○河野委員 もし費用便益分析で判断するようにすると、より多くのところを無電柱化するべき

という形になるではないかなと思います。今回これは電線の共同溝の費用が増えただけで、

今回この道路整備の費用が増えたというふうに出てきていますが、これは全く別のプロジェ

クトです。考え方的には。相互依存関係がほとんどない。こういうものはぜひとも別にプロ

ジェクト評価をすべきです。例えば今回１０億円だったからよかったですが、２００億円と

かだったら、これ道路整備自体がだめになってしまいます。そういうようなことはおかしい

ので、ぜひともこれは分けるように、今後していただきたいと思います。 

○岩手河川国道事務所長 はい、わかりました。ありがとうございます。 

○平山委員長 他に何かございませんか。 

○間庭委員 １０億円というのは国土交通省さんの負担分だけで、電気事業者の負担だとか通信

事業者の負担はまた別ですよね。 

○岩手河川国道事務所長 はい、これは国土交通省の負担分のみでございます。 

○平山委員長 ここの松並木は赤松の林ですが、この話は道路の計画が出たときからずっと住民

の強い要望になっていまして、最初から事業に入れ込めばよかったのかもしれません。住民
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の要望が強くて、それを国土交通省のほうで取り上げて事業に入れ込んだというのが本当の

ところじゃないかと思います。 

○岩手河川国道事務所長 はい、そのとおりでございます。 

○平山委員長 他に何かございませんか。よろしいですか。 

  それでは、お諮りをしたいと思いますけれども、原案どおり継続という対応方針でいきたい

と思いますが、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、重点事業の２件目でございます。一般国道４５号釜石山田道路でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○南三陸国道事務所長 南三陸国道事務所の事務所長、柴田でございます。よろしくお願いいた

します。座って説明させていただきます。 

  資料２、釜石山田道路の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  前回再評価後３年が経過しましたので、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いたします。 

  三陸沿岸道路は、仙台から八戸に至ります延長３５９キロメートルの自動車専用道路で、釜

石山田道路はその一部を形成しております。復興に向けたリーディングプロジェクトとなる

復興道路として早期の整備を図るものです。また、津波浸水範囲を回避し、災害時の代替路、

緊急輸送路を確保するとともに、広域ネットワークの形成による産業、観光、医療活動の支

援を目的としております。全体事業費は前回再評価時は９１０億円を予定しておりましたが、

後ほどご説明いたします事業計画の変更によりまして８１４億円に変更予定です。 

  ２ページ目、お開きいただきたいと存じます。 

  事業箇所の位置は赤文字の釜石山田道路です。平成２３年３月に釜石両石インターチェンジ

から釜石北インターチェンジ間を部分開通しております。 

  ３ページ目、お願いいたします。 

  事業の必要性ですが、国道４５号は東日本大震災の津波により各地で道路が流出し、交通の

寸断、孤立集落が発生いたしました。また、災害時の迂回路は約２倍の所要時間を強いられ

るとともに、事前通行規制区間があるなど脆弱な状況です。釜石山田道路の整備によりまし

て災害時も通行が確保され、防災機能の向上が期待されております。災害時の迂回損失でご

ざいますが、東日本大震災の通行止め期間を例に試算しまして約７５億円と算出しておりま

す。 

  ４ページ目をお願いいたします。 
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  国道４５号の現道区間は数多くの線形不良、急勾配箇所が存在し、東北地方整備局管内の平

均死傷事故率を大きく上回る箇所がございます。釜石山田道路の整備により線形不良、急勾

配区間を解消し、安全性の向上が期待されております。 

  ５ページ目、お願いいたします。 

  三陸沿岸地域では医師不足が深刻な問題となっており、出産を例にとりますと大槌町では釜

石市や大船渡市の病院へ通院、分娩するケースが多く、妊婦さんに大きな負担となってござ

います。釜石山田道路の整備によりまして通院・搬送時の負担軽減、円滑な救急医療活動の

支援が期待されます。救急医療アクセスの向上効果による便益につきましても試算いたしま

して、約１８３億円と算出してございます。 

  ６ページ目、お願いいたします。 

  三陸沿岸地域は三陸復興国立公園の開園、日本ジオパークへの認定など、観光振興による活

性化が期待されていますが、点在する観光拠点間を結ぶ交通ネットワークの整備が課題とな

っております。釜石山田道路の整備により観光地へのアクセス性の向上が期待されます。 

  ７ページ目、お願いいたします。 

  平成２３年８月２５日に開催されました社会資本整備審議会東北地方小委員会において、三

陸沿岸道路の新たな考え方が示され、この中の６つの設計コンセプトの視点に基づいて道路

の整備を進めてまいります。 

  ８ページ目、お願いいたします。 

  三陸沿岸道路の新たな考え方において示された整備方針に基づき、大規模災害時に命を守る

機能を持った道路整備とするため、東日本大震災前より事業化されていた箇所のうち、工事

に着手していない区間等につきましても被災市町村の復興まちづくり計画と調整を図りなが

ら設計の見直しを行っております。 

  ９ページ、お願いいたします。 

  また、三陸沿岸道路の新たな考え方に基づきまして、完成４車線から完成２車線に計画変更

を行います。 

  １０ページ目、お願いいたします。 

  当初は釜石ジャンクションとインターチェンジ機能をあわせた構造で計画しておりました。

市街地からのアクセス性を考慮するとともに、災害時の迅速な救援活動など防災機能の強化

を図るため、ジャンクション機能とインターチェンジ機能を分離しまして市街地中心部に配

置しました。アクセス道路の整備が不要となりましたので、県・市含めた総コストの縮減を
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図っております。 

  １１ページ目、お願いいたします。 

  大槌町浪板地区は東日本大震災時の津波によりまして道路が寸断され孤立集落となりました。

これを受け、当該地区に緊急連絡路を設置することにより災害時の孤立集落解消とともに、

緊急搬送や緊急支援物資の輸送も可能となり、防災性の向上を図ります。 

  １２ページ目、お願いいたします。 

  東日本大震災の津波によりまして釜石市鵜住居町の鵜住居小学校と釜石東中学校が被災いた

しましたが、児童生徒約５７０名は高台にございます釜石山田道路に避難し、当日中に釜石

市内中心部の避難所まで移動いたしました。釜石山田道路は津波からの避難路、物資輸送路

としての機能を発揮したところでございます。 

  １３ページ目、お願いいたします。 

  ストックヤード不足など処理が課題となっておりました震災がれき、これはコンクリート殻

でございますけれども、道路資材として活用したり、復興道路の現場発生土を復旧・復興事

業、かさ上げとか農地の復旧でございますが、これに提供し、被災地域の早期復旧を支援し

ているところでございます。 

  １４ページ目、お願いいたします。 

  事業の投資効果でございますが、全体Ｂ／Ｃは１．６、残事業Ｂ／Ｃは３．７となってござ

います。 

  １５ページ目をお願いいたします。 

  平成２５年度は用地買収や改良工事、トンネル工事、橋梁工事の推進を図っております。 

  １６ページでございます。よろしくお願いします。 

  岩手県知事からは事業継続のご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。どうぞご審議よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  一般国道４５号釜石山田道路でございます。いわゆる復興支援道路でございまして、新たな

考え方に基づく変更ということで、医療とか防災の機能を持たせるということと、施工をス

ピードアップするということから低コストのものに変えてきたというようなことになってお

ります。何かご意見ございませんでしょうか。 

○大久保委員 質問ですが、設計速度を決める決め方というんですか、それはどういうふうに。

例えば川なんかだと余裕高というものがあるのですが、設計速度の余裕高的なものはあるの
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ですか。 

○南三陸国道事務所長 １ページ目に道路の規格、計画概要のところに設計速度８０キロという

ふうに記載ございます。この上のところに道路規格というものがございまして、第１種第３

級と、これは道路構造令から道路をつくる際に地方部に存在する自動車専用道路第１種でご

ざいます。平地部で交通量が１万から２万台ということで３級というふうな、種級区分と私

ども呼んでおりますが、こういう区分によりまして道路を、全部同じではなくて、そういう

地形とか交通量とか、そういうものに合わせて種級区分をいたしまして、設計速度であると

か、あるいは道路の線形であるとか、そういうものが決まってまいります。 

○大久保委員 それは例えば車の性能がどんどん上がってくると交通の規則も変わって、ひょっ

としたら将来的には１００キロになるかもしれないとか、そういうことを考えるとやはり何

年か一遍には見直されているようなものなのでしょうか。 

○南三陸国道事務所長 道路構造の諸元となる基本設計に基づいて道路をつくっておりますので、

変わるということではございません。 

○大久保委員 将来的なことを考えたら１００キロの道路をつくっておいたほうがいいというこ

とはないのでしょうか。 

○南三陸国道事務所長 そこはやはり先ほど申しましたように道路の存在する地域ですとか、あ

るいは都市部とか山地部とか、いろいろございます。交通量もございますので、そういうも

のから、真っ直ぐつくるとなればそれはそれで非常に高価なものになりますので、そこはそ

ういうものとの兼ね合いで基準が示されているところでございます。 

○大久保委員 ちょっとその後の一般国道のところで６０キロという数字が出てきて、そして高

速で８０キロというものが出てきて、実態と合わないというか、そういうものを感じて、そ

れで、もちろんいろいろ交通規則もあるでしょうし、車の性能もあるでしょうけれども、事

故を起こさないようにするにはある程度の余裕というか、最小カーブがあるけれども少しは

でかくするとか、そういう検討というか、その辺がちょっと知りたかったのですが。 

○南三陸国道事務所長 あくまで設計をするときには最小値はここまでというふうな基準になっ

てございますので、実際現場でできている道路はやはり線形がよかったり、それ以上よくな

っていますので、必ずしもぎりぎりの設計をしているということではないわけです。それ以

上の構造にはなっているわけです。 

○大久保委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

○平山委員長 ほかに何か。はい、どうぞ。 
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○北林委員 事業の目的の３番目に、津波浸水範囲を回避し災害時の代替路、緊急輸送路を確保

するとなっています。そういうことで既にある一般国道よりもほとんどの部分が内陸にあっ

て、さらに高さも高くなっているのだと思いますが、山田南インターチェンジから南のとこ

ろはほとんどこの図だと、旧国道と全く同じような場所を通っていますが、これで大丈夫な

のかお聞きしたいと思います。 

  あとは４ページにもうちょっと拡大してあるのですが、今の一般国道と同じところにありま

す。ほかのところは全部紫色の道路と違っていますし、ほとんど内陸に離れておりますよね。 

○南三陸国道事務所長 ４ページ目、左側の図面の上のほうに山田南インターチェンジとござい

まして、上のほうが黒くなってございます。これは既に供用している区間でございます。そ

こから南に点々と下がってまいりまして、赤い実線のところが既に供用しているところでご

ざいます。 

  この辺の地形でございますが、４５号にぴたっとくっついているようなんですが、そこと同

じ高さではないです。三陸特有の地形というものがございまして、切り立った山がございま

す。そちらのほうの一段高いところを走ってございます。例えば山田南から４５号のマーク

が付いていますが、この辺ですと逆に４５号は、高いところを走ってございます。その近傍

を通過しても大丈夫だということです。あとは大槌インターとか釜石北インター、両石イン

ターとかというのはもう山側を通過していますので、ここは津波を十分回避できる区域とい

うふうに考えております。 

○道路調査官 すみません、ちょっと補足させてもらいます。 

  三陸沿岸の全線で３６０キロぐらいございますけれども、そのうちの大体路線長でいいます

と９５％ぐらいは過去の津波にかからない内陸あるいは高いところに道路を計画しています。

しかし、河川が流れ込んでいるようなところはどうしても津波が浸水したところを通らざる

を得ないところもございます。それは大体５％近くあるんですけれども、そういうところは

例えばなるべく橋梁で渡るとか、そういう意味で災害に対して強い路線にしている、三陸沿

岸路全線としてはそういう考え方をとっております。 

○北林委員 ありがとうございました。 

○遠藤委員 すみません、復興道路の考え方でインターチェンジをシンプル化したり、あるいは

スマートＩＣというものを増やした。これは緊急アクセスの視点を持って、４車線から２車

線に減らした分のお金にコンパクトＩＣを付け加えても１００億円ぐらい事業費が下がった

となっています。 
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  将来交通量が増えてきた場合に車線を増やせるような用地の買い方をなさっているのか、そ

れとももう終わりだというふうになっているのか。急激な斜面なのでどういうふうに変更さ

れたのかなと。もしご存じでしたら教えていただきたい。 

○南三陸国道事務所長 今回整備している区間につきましては完成２車線で整備してございます

ので、用地も２車線の用地ということになっております。ただ、一方では所々に追い越し車

線、こういうものを設けたりということはしてございます。極端にこれから交通量が伸びる

とか、そういう状況になるということになれば、またそれは開通後の交通状況を見ながらさ

らなる整備の必要性とか、そういうものを検討するということも必要になろうかと思います

が、現時点ではやはり三陸沿岸道路、復興道路でございますので、早期整備が求められてお

るということから未開通区間の整備を優先する必要があるんだろうというふうに考えてござ

います。 

○遠藤委員 ありがとうございました。 

○平山委員長 よろしいですか。他にございますか。 

○黒沢委員 ワーキングの時に、今回事業費が大幅に変化したということで重点審議に選ばれた

と思いますが、ワーキングの時にはもうちょっと詳しい資料がありました。例えば２車線化

することによってどのぐらい事業費が下がったかとか、あと逆にインターチェンジを街中に

持ってくることによってインターチェンジの用地買収費がかなり上がってしまったとか、あ

るいは、避難用の階段をつくることに幾らかかった、そういった資料があったと思います。

そういった資料や説明はそれぞれ納得いくようなものでしたし、今回の重点審議の重要な視

点ですので、できたらそういった資料を付けてご紹介いただければよかったかなと思います。

多分ほかの委員の方も知っておいたほうがいいと思いますので、簡単にご紹介いただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

○南三陸国道事務所長 お手元には資料ございませんが、今委員からお話ありましたので簡単に

口頭でご説明をさせていただければと存じます。 

  １ページ目の左下のところに表がございます。平成２２年再評価時には４車線で計画してお

ったところが９１０億円。このとき下に括弧書きで６０億円、これは用地費でございます。

うち用地費がこの額でございました。今回、一番左側の欄、８１４億円というふうに下がっ

た部分というのはこの部分でございます。ただし、用地費が括弧書きで内書きで１２０億円

と。６０億円例えば増加してございます。 

  一例としてご説明差し上げれば、例えばこの用地費でございますが、釜石中央ＩＣ、資料の
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後ろのほうに、１０ページ目、ご覧いただきたいと存じます。変更の１つでございます。左

側の写真が当初計画でございます。写真左側のほうに遠野、右側のほうが海側というふうに

なって、上が八戸方、下が仙台方です。真ん中、青い線が三陸沿岸道路、左、遠野のほうに

延びております青いものが横断道路釜石花巻道路というふうなものでございまして、これを

右側の変更では三陸沿岸道路に釜石花巻道路がジャンクションで直結でございます。そして、

反対にインターチェンジをコンパクトに２８３号にアクセス性をよくするということで、こ

ういう変更をしてございます。 

  お金のほうですが、先ほど用地費が６０億円ほど増加しましたのは、インターチェンジを町

の中に持っていったわけでございます。そういうことで、用地費がその部分で４１億円ほど

多くなってございます。また、当初計画がございませんでしたインターがございました。そ

ういうもので用地費として５億円。それから、完成２車線というものが、車線幅が暫定形で

すと幅員が１２メートルでございます。それが１３．５メートルということで用地が必要に

なりますので、そういうもので１４億円必要になってございます。全部合わせますと約６０

億円ほど増加してございます。工事費のほうもそれに合わせまして増加したということで、

用地費、工事費合わせてこのような増加になったということでございます。 

  口頭でございますので、この辺でよろしいでしょうか。 

○平山委員長 よろしいでしょうか。全体事業費で９６億円減ったのですね。今は用地費で６０

億円増えましたというお話で、その差額が１５０億円あるのですが、それは工事費のどの部

分で主に節約されたのでしょうか。 

○南三陸国道事務所長 ４車線の場合は９１０億円ですので、全体としまして用地費含みですが、

それが完成２車線になりますと幅員ももちろん２車線ですので、その分が大きく減ってござ

います。ただ、今回はあくまで将来完成２車線という形で設計した結果、この８１４億円と

いうお金が必要であるということでございます。 

○平山委員長 それはインターチェンジの構造を変えたり道路の幅を変えたり、そういうことで

この結果となったのだと思いますけれども、黒沢委員がおしゃっていたのはその内訳を少し

教えてほしいということではなかったのかなと思います。 

○黒沢委員 これは会議の最後に言うべきことだと思うのですが、忘れないうちに申しておきま

す。重点は４つありますけれども、重点審議になった理由というものがそれぞれあると思い

ます。この４５号釜石山田道路の場合は事業費がどう変化したかということというのが多分

審議に一番重要なところだと思います。 
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  そういった場合、ほかの重点審議事業の資料と同じような資料というよりは、事業費が変わ

ったそれぞれの内訳を１枚、エクセルの表だけでも構いませんので、そういったものが１つ

あると議論もしやすいでしょうし、委員のほうでも内訳をそれぞれ聞いたり納得したりとい

うことができると思います。もうちょっとめりはりを付けたり、重点審議の理由に応じた資

料で説明していただけると良いと思います。以上です。 

○平山委員長 ワーキングのときは内訳も全部見せていただいたので、事業費の減については中

身がわかりました。それで、そこはいいとして、その道路の目的みたいな考え方を変えたと

ころをこの本委員会で議論しましょうということで重点事業にしたものですから、その部分

の資料が落ちてしまったということだと思います。 

○道路調査官 事業費の変更のお話は、ご指摘ありましたので、内容がよくわかるような資料を

用意して皆様にお示しする方向で考えたいと思います。その示し方については、委員長とま

たご相談させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○河野委員 今、費用のことはそれぞれ個別にどれぐらいかかったかというお話がありましたが、

では、その費用に対してどれだけ便益があったかということは、これ計算できていますよね。

そういうものはもう公開するということで分けていかないと、例えばジャンクションを変え

ると費用がかなりかかりますね。ところが、間違いなく時間節約につながっているはずです、

その分がいくらか。また、４車線から２車線に減らした場合に削減された費用はこれだけで、

便益も下がるのですが、便益の下がり方は非常に思ったよりも少ないという資料が本来はあ

るべきかとは思いますが、プロジェクトの進め方とかといろいろあるでしょうけれども、今

後公開されてはいかがかということです。 

○平山委員長 ありがとうございます。それにつきましては後ほどご報告するようにしたいと思

います。 

○浜岡委員 先程の黒沢委員のご指摘にあった変更についてエクセルの表などで示していただき

たいということについて、資料１や資料４を見ると事業が変わったところに金額が幾ら変わ

ったことが見出しのところに書いてあります。例えば資料１では６ページですが、見出しの

ところにプラス１０億円と書かれています。同じように資料４も金額が変わったところが、

８ページでしょうか、盛り土材調達先の変更でプラス４５億円、次のページで酒田中央ジャ

ンクションの費用がプラス３６億円と書かれています。 

  今回、恐らくですが、釜石山田道路につきましては事業費が削減になったということで、そ

こが書かれていないと思われますので、減少になったとしてもそれぞれの項目についてどれ

-15- 



ぐらいの金額か書いていただけると今後わかりやすい資料になると思われますので、ぜひと

もよろしくお願いします。参考資料として出されていますＡ３横の資料についての質問です

が、釜石山田道路、前回の費用便益比１．０となっています。これで前回の議論は厳しく行

われたのではないかと思われますが、３日前のメールで前回の資料を送っていただきました

が、それを見ると費用便益比１．２となっています。どちらが正しいのかよくわからないの

ですが。 

○平山委員長 これは事業化が周辺で進んで、交通量の見積もりの仕方が変わってきているのだ

と思いますが、そのあたり前回は７，４００台／日で今回１万１，０００台ですね。何でこ

うなったのか説明をお願いできませんか。これは直接Ｂ／ＣのＢのほうにかなり効いてくる

値ですので。 

○道路計画第一課長 今回の資料の中で釜石山田道路が前回１．０というふうに書かさせていた

だいております。先日お送りした資料で１．２だったのではないかというご指摘だと思うの

ですけれども、２２年度のときにＢ／Ｃの総点検というものをさせていただきました。これ

は交通量の推計方法等を全国的に見直しをしたことを受けて実施したものでございます。お

送りしたときの資料というのが前回の委員会で諮らせていただいた際の交通量がもう少し多

いときの１．２という、具体的には１万２００台のときのものです。その委員会の後に総点

検というものをさせていただいて、交通量が７，４００台に落ちましてＢ／Ｃとして１．０

ということになっています。 

  今回の一覧表のほうではその総点検後の７，４００台の費用便益比１．０を記載させていた

だいております。ちょっとややこしくて大変申しわけございませんが、そういう関係でござ

います。 

○道路調査官 それと、一覧表のほうで７，４００台から今度１万１，０００台に上がっており

ますけれども、先ほど委員長からお話あった、これは２３年の東日本大震災後、三陸沿岸道

が全て事業化になりましたので、フルネットになったという、ネット条件が変わったという

ことでございます。 

○平山委員長 ご存じだと思いますけれども、道路事業の交通量というのはネットワークではな

くその事業の効果によって幾ら増えるかという考えをしていたのですが、隣が事業化をどん

どんしていくとそのネットがだんだん広がってきて、交通量が増えていくという話になって

くるのです。ですから、周辺が事業化していないと本当にわずかな交通しか増えないという

ことで少なく見ていますけれども、今回三陸の道路は全部事業化いたしましたので、交通量
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がどっと増えてきております。 

○奥村委員 細かいところの確認ですけれども、資料の１０ページのところ、さっきのインター

のところのつながり方の話ですが、従前の計画だと料金所が入って、その中側でつながって

いるわけなのです。ところが、新規の計画だと料金所の記載がないので、復興道路として三

陸道のこのあたりはずっともう無料化という考え方になって料金所は要らなくなったという

理解でよろしいのか。つまり、料金所はどこにいったのだろうと。それから、横断道も全部

無料ということでもう計画はつくり直したということになっているのか、そこの確認をお願

いします。 

○平山委員長 よろしくお願いします。 

○南三陸国道事務所長 左側の当初計画に黄色いところで料金所とございます。ここから出て、

点々というのが、これが県・市で整備する道路というふうなことになってございますが、釜

石花巻道路の東北縦貫道につながりますところの東和までは直轄事業として進めてございま

す。例えば仙人峠道路ですとか、先般開通しました東和～宮守の区間ですとか、無料になっ

てございますので料金所が不要になりました。その関係で三陸縦貫道路にジャンクションと

して直結をさせたという計画でございます。反対に今度はではどこで下りるということにな

った際に、一番にやはり釜石市街地からアクセスのしやすい２８３号にインターを設けたと、

そういう計画の見直しでございます。 

○奥村委員 確認ですが、三陸道は松島の向こう側から全部ずっと無料なのですか。 

○南三陸国道事務所長 無料になっています。 

○奥村委員 わかりました。 

○平山委員長 他に何かございますか。はい、どうぞ。 

○浜岡委員 細かいことで申しわけないですが、資料の５ページのところで緊急医療アクセスの

向上効果による便益というものが１８３億円というふうに試算されたことについて、説明あ

りがとうございました。最終的なＢ／Ｃの計算には含まれてはいませんが、便益の約１割に

なるでしょうか。１割以上の額になるということがわかっただけでも非常に大きいことと思

っています。 

○平山委員長 他に何かございませんでしょうか。 

  なければ、お諮りをしたいと思いますが、資料のつくり方につきましてはさらに次回以降工

夫をしていただいたり、再度また皆様からいただいたご意見のとおりにしたいと思いますけ

れども、本事業につきまして原案どおり継続という対応方針としたいと思いますが、よろし

-17- 



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、重点事業の３つ目でございます。東北自動車道米沢～米沢北について説明をお願

いします。 

○山形河川国道事務所長 東北中央自動車道米沢～米沢北の事業再評価ということで、山形河川

国道事務所長の井上よりご説明申し上げます。 

  まず、表紙１枚めくっていただけますでしょうか。１ページ目、事業の目的と概要でござい

ます。 

  東北中央道の米沢から米沢北の区間につきましては、山形県米沢市万世町から同市内、米沢

市内の窪田町に至る延長９キロの高規格幹線道路でありまして、東北中央自動車道の一部を

形成するような路線でございます。事業目的のところに記載してございますとおり、米沢か

ら米沢北の区間につきましては国道１３号の交通渋滞緩和及び交通事故の軽減、それから冬

の期間の速達性なり安全性の向上による地域医療活動支援ですとか広域ネットワークの形成

による産業振興、こういったものを目的とした事業でございます。 

  平成１５年度に事業着手の後、平成２０年度より工事のほうに着手してございまして、地図

のほうにございますとおり平成２５年６月１４日に平成２９年度に開通予定という見通しの

ほうを公表させていただきました。 

  次のページをお願いいたします。 

  こちらの東北中央自動車道の全体図になってございます。このスライドでいきますと、右側

のほうが北というような書き方になっております。図面の左側、方角でいうと南になります

けれども、そこの部分に赤く旗揚げしている場所がございます。ここが今回ご審議いただき

ます米沢から米沢北の間になります。東北中央自動車道自体は福島県の相馬市から山形県内

の内陸部を縦断して秋田県横手市に至る、延長にしまして約２６８キロの路線となっており

ます。 

  次のページをお願いいたします。こちら事業の必要性に関する視点ということで資料をつく

らせていただいております。 

  まず、事業の必要性ですけれども、広域ネットワーク、こういった観点から申し上げますと、

米沢～米沢北の区間については格子状の高規格幹線道路ネットワークの一部を形成するよう

なものになってございます。山形県のほうの高速道路整備率、実は県内で５９％ということ

で全国平均よりも大分低いような状況にあり、また、東北地方の中で見ても最も低いような

状況にございます。また、県のほうで作成しております山形県道路中期計画におきまして、
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米沢から米沢北を含む東北中央自動車道の整備、こういったものが新たな産業立地ですとか

広域観光の創出・展開への期待、また地域医療活動や災害時の観点からも重要視されている

というふうな状況にございます。 

  次のページ、お願いいたします。 

  また、ここも事業の必要性に関する視点ということでつくってございますが、こちらスライ

ドの左側のほうの図、こちら米沢市内の主要渋滞箇所ですとか区間、こういったものを図示

させていただいたものになっておりますが、米沢の市街地のほうには慢性的な渋滞箇所が多

く点在していることに加えまして、幹線道路でございます国道１３号につきましては平日朝

夕のピーク時間帯に旅行速度が低下する、そういう渋滞が発生しているような状況にござい

ます。 

  また、こちらのスライドの一番右側、棒グラフのようなものを提示しておりますが、こちら

のほうが事故の状況、死傷事故の発生状況を表しておりますけれども、東北の平均値を超過

する区間が連続してございまして、また、主要渋滞区間において死傷事故が多発していると

いうような状況が見て取れるかと思います。 

  米沢～米沢北の区間の整備をすることによりまして高規格道路のネットワークが形成され、

また、適正な交通分散が図られることで現道の快適性なり安全性の向上、こういったものが

期待できるのかなというふうに思っております。 

  次のページ、お願いいたします。 

  こちら、救急医療アクセス向上便益の試算ということで資料のほうをまとめさせていただい

ております。山形県南の置賜地域、唯一の第三次救急医療機関であります公立置賜総合病院

というものがございます。こちらのほうは置賜地域の各地から救急患者を受け入れておりま

して、第二次医療機関が複数設置されております米沢市内からも受け入れを行っているよう

な状況にあります。 

  雪のないような通常期であれば距離が短い国道２８７号を利用して、こちらの図でいきます

と緑色の矢印になりますが、そういった利用でこの置賜総合病院のほうへの搬送がされてお

りますけれども、雪の多い時期、降雪期については堆雪により幅員が狭くなる、そういった

ことで路面の悪化に伴う揺れなどで搬送患者への体の負担、こういったものが懸念されるこ

とから、除雪がしっかりとされている国道１３号ですとか１１３号を今利用しているような

状況にあります。 

  米沢～米沢北を整備することによりまして救急医療機関への搬送において一層の速達性なり
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安全性の向上といったものが期待されております。こういった救急医療アクセスの向上効果

による便益額の試算結果につきましては、約３億円というふうになってございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  米沢～米沢北の整備にあわせまして山形県が米沢中央インターチェンジ、こちら仮称になり

ますけれども、こういった整備を進めてございます。このインターチェンジ、地域活性化を

図る目的ということで山形県知事が平成２４年４月に連結許可を受けたものとなってござい

ます。これによりまして米沢～米沢北，この区間の利便性の向上が図られて、産業・観光振

興に寄与するものと期待されております。 

  地元の米沢市はこういったこともあって企業誘致に非常に今力を注いでおりまして、東北中

央自動車道の開通に向けてこの（仮称）米沢中央インターチェンジに隣接します米沢オフィ

スアルカディアとか、もう一つ南側の、図でいくと切れ端になってしまっていますけれども、

米沢インターチェンジに近接する米沢八幡原工業団地、こういった部分の未分譲地につきま

して平成２６年度からの５年間企業誘致重点期間ということで設定して、取得費の助成です

とか賃貸借の制度を導入するなど、そういう企業誘致の積極的な施策のほうを実施すると発

表しております。米沢市や山形県、そういったところからも早期開通への期待の声を頂戴し

ている、そういったものをちょっとまとめさせていただいております。 

  次のページ、お願いいたします。 

  事業の投資効果についてですけれども、計画交通量が日当たり１万７００台。先程ありまし

た中央インターチェンジを含めた費用便益費については、事業全体で１．１、残事業費Ｂ／

Ｃをはじきますと２．７となっております。前回の再評価時に比べまして計画交通量なり費

用便益費ともに増加してございますが、主な要因としてはこの米沢中央インターチェンジ、

こういったものを設置したことによって利用の形態が若干変わってきたというようなものに

よっての交通量の変化が主な原因かというふうに思っております。 

  次のページをお願いいたします。 

  こちら８ページ目は事業の進捗の見込みということで書かせていただいておりますが、今年

度につきまして道路の設計なり用地買収、改良、橋梁工事、こういったものの進捗を図って

おりまして、平成２９年度、もう既に公表してございますが、こちらでの全線開通を目指し

てまいります。 

  次のページをお願いいたします。 

  こちらにつきましては山形県知事からの意見を書かせていただいておりますけれども、山形
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県知事からは事業継続の意見をいただいてございます。以上のことから対応方針（原案）と

しては事業継続というふうに考えております。以上で説明のほうを終わらせていただきます。

ご審議のほど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。 

  米沢インターと米沢北インター、９キロの間に米沢中央インターというインターチェンジを

新たに設けたいというのが重点事業選定の理由でございます。この追加の必要性についてご

審議をいただきたいと思います。何かございませんでしょうか。ご質問でも結構です。 

  新たにインターを設けることになったのですが、事業費は変わっていませんね。 

○山形河川国道事務所長 こちら地域活性化インターチェンジ自体、まず費用負担の考え方です

けれども、基本的に地域活性化インターチェンジということでやったものについては、地方

から要望があって追加する、そういう連結希望が出るわけですが、基本的にはまず新しくイ

ンターを追加したいといった主体が金を払うという基本ルールになっています。ただ、影響

部分で当方の事業についても若干の事業費が増える部分はあるんですけれども、事業を進め

ていく上でのコスト縮減も取り組んでおりまして、実際この区間の南に隣接する水窪ダムと

いうダムがあるんですけれども、ちょっと図面がなくて申しわけないんですが、そこの浚渫

土を公共残土の有効活用することにしており、大体２億円ぐらいのコスト縮減を図っており

ます。 

○道路計画第一課長 １点補足させていただきます。 

  資料の１ページ目ですが、左下になります。今も説明させていただいたとおり３３４億円と

いう全体事業費、国としての事業費は変わってございませんが、その下に３３８億円という

ものを参考で載せさせていただいております。これは県さんのほうでそのインターをつくる

のに４億円かかっているということで、ここに参考で記載させていただいています。以上で

す。 

○平山委員長 ありがとうございます。他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

○黒沢委員 細かい点で教えていただきたいのですが、Ａ３の参考資料のほうでは今回の費用便

益比が１．２になっていて、今日配った資料の３の７ページでは基本ケース１．１となって

いますが、微妙な違いですけれども何で違うのかを教えていただけたらと思います。 

○平山委員長 どうぞ。 

○道路計画第一課長 大変失礼しました。１．１と１．２と資料によって数字が違っているとこ

ろがございますが、１．１が正解でございます。申しわけございませんが、Ａ３のほうの資
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料の１．２というのは１．１でございます。お手数ですが、訂正をお願い致します。 

○平山委員長 そのほかに何かございますか。 

  ないようであればお諮りをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ご意見ないようでご

ざいますので、原案どおり事業継続という対応方針にしたいと思いますが、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、重点事業の最後ですが、一般国道４７号余目酒田道路につきましてご説明をお願

いいたします。 

○酒田河川国道事務所長 酒田河川国道事務所長、高橋でございます。よろしくお願いいたしま

す。座って説明させていただきます。 

  資料は４でございます。一般国道４７号余目酒田道路についてご説明いたします。 

  前回再評価が平成２２年、それから３年たちまして、今日は重点審議といたしまして中身的

には事業費が増えたということと供用時期が延びるというふうなところのご説明が主体でご

ざいます。 

  まずは１ページ目、お願いいたします。 

  本事業は新庄酒田道路の一部を構成いたします地域高規格道路でございまして、山形県の庄

内町から酒田市に至る延長が１２．７キロの事業でございます。平成１５年度に都市計画決

定をいたしまして、平成１６年度に事業化となってございます。事業の進捗につきましては、

全体進捗率で完成形に対しまして６３％、暫定形に対しまして７１％、用地進捗率は７６％

となってございます。事業費につきましては後で事業費増とあわせてご説明いたします。 

  ２ページ目、お願いいたします。 

  余目酒田道路の位置を示したものでございます。新庄酒田道路ですが、総延長約５０キロあ

りまして、余目酒田道路のほかに新庄側から１つ区間が開通済み、それから２つの区間で今

事業を進めている状況でございます。 

  ３ページ目、お願いいたします。 

  ことし７月の大雨で被害を大分受けまして，その状況のご説明でございます。国道４７号の

冠水だとか国道１１２号の土砂崩れによりまして、山形県の内陸部と庄内地域を結ぶ全ての

幹線道路が寸断されました。それによりまして約７時間通行不能となったような状況でござ

います。このため、通常の距離の約２倍と大幅な迂回を余儀なくされたということがありま

して、改めて都市間を結ぶ地域高規格道路の整備に期待が寄せられているところであります。 

  ４ページ目、お願いいたします。 
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  事業の必要性につきまして主な３点でご説明させていただきます。 

  まず１点目ですが、交通混雑の緩和についてでございます。酒田市街地の南側には最上川が

流れておりますが、河川を渡る箇所が限られているということの関係から、特に国道７号の

両羽橋付近では４７号からの合流もありまして交通が集中すると、そこで大渋滞が起きてい

るという状況でございます。余目酒田道路の整備によりまして交通の転換が図られることか

ら、渋滞の緩和が図られると考えてございます。 

  ５ページ目、お願いいたします。 

  ２点目ですが、交通事故の減少についてでございます。国道４７号が通過します庄内町の余

目地区では沿線に多くの店が立地しております。これらからの出入りする交通の錯綜により

まして事故が多発しているという状況にあります。余目酒田道路に通過交通が転換すること

で交通事故の減少が期待されております。 

  ６ページ目、お願いいたします。 

  ３点目になりますが、酒田港へのアクセスについてでございます。酒田港ではリサイクル関

連企業の進出が年々増加しておりまして、取扱貨物量も増えているという状況でございます。

内陸方面からの輸送では国道４７号の確実性が、また、その速達性が課題となっておりまし

て、余目酒田道路を含めます新庄酒田道路の整備によりまして酒田港へのアクセス性が向上

する、また、リサイクル産業の活性化が期待されてございます。 

  続きまして、７ページ目、お願いいたします。 

  事業費の増加について説明いたします。当初５８１億円で計画されておりました。表に示し

ますとおり約１割に相当する５４億円が増加する見込みでございます。 

  事業費の増加につきまして８ページから具体的に説明させていただきます。８ページ、お願

いいたします。 

  まず、盛土材の調達先の変更でございます。前回の評価時点では盛土材を酒田市の公園計画

予定地から流用する予定でございました。ただ、その事業が取りやめになったということで

急遽購入土に変更になったところでございます。その購入土でございますが、庄内地方では

盛り土に適した土取り場が非常に少なくて、また距離が離れているというようなところから

単価が上昇し事業費が増加となったということでございます。 

  なお、赤川という川がありますけれども、そこの掘削土を流用することによりましてコスト

の縮減を図っておりますが、最終的に合計４５億円の増額になってございます。 

  続いて、９ページ目、お願いいたします。 
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  酒田中央ジャンクション関連の費用についてでございます。前回評価時点では高速無料化の

社会実験中でありました。その後の料金体系が不透明でしたので、その時点では具体的な費

用が確定できなかった状況でございました。その後、平成２３年９月の概算要求におきまし

て有料化が継続ということが確定したことを受けまして、平成２４年１１月にネクスコとの

基本協定を締結し、ジャンクション関連の費用が確定したというものでございます。その結

果、料金所で１１億円、施設関係費で１４億円、さらに新たに増えた用地補償費等で１１億

円の合計３６億円の増額になってございます。 

  なお、料金所の位置でございますが、今ある位置はその図面の位置図の下側、最上川のすぐ

南にあるところの酒田インター北側直近の本線上にありまして、新たな料金所が図の中で本

線料金所設置位置とありますけれども、そこの酒田みなとインター南側直近の本線上に設置

しております。 

  続いて、１０ページ目、お願いいたします。 

  起点部の計画見直しについてでございます。起点部から余目（１）インターの区間につきま

しては別線整備ということで計画しておりましたが、現道を活用する計画に変更することで

事業費の縮減を図るというものでございます。以上が事業費の変更についてのご説明でござ

います。 

  １１ページ目、お願いいたします。 

  開通目標年度の変更でございます。（仮称）余目（３）インターから終点の国道７号交差点

区間につきまして、中央ジャンクション設置等、工事量が増えたことから、開通の見通しを

平成２６年から２７年度に見直すことになりました。 

  １２ページ目、お願いいたします。 

  事業の投資効果でございます。費用便益比は全体で１．１、残事業で２．９となってござい

ます。 

  １３ページ目、お願いいたします。 

  事業進捗の見込みについてですが、平成２５年度は用地補償、それから改良、橋梁工事等を

推進してまいります。 

  １４ページ目、お願いいたします。 

  山形県知事からは事業継続について異議はないという旨の回答をいただいております。 

  以上によりまして事業継続を対応方針（原案）とさせていただきたいと思います。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 
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○平山委員長  新庄と酒田を結ぶ道路でございますね。重点審議選定の理由は事業費が５４億

円ほど増加しているということと、インターの工事などのために１年間目標年次が遅れて、

２６年度の予定が２７年度に開通予定という変更でございます。何かご意見ございませんで

しょうか。はい、どうぞ。 

○河野委員 今回、料金所の費用が３６億円増ということでかなり大きな額の増加になっていま

すが、そもそも当初は料金所をつくるかつくらないかわからなかったから入れなかったと言

われています。しかし、そういう場合には通常は期待値で計算します。期待値も計算できな

かったら、ありの場合とない場合と両方やっておいたほうが恣意性を感じられないかなと思

います。そこに恣意性を何か指摘されると問題ですよね。ということで、こういうときには

何かルールをつくって、あるかないかわからないという場合には両方出すとかいうことをさ

れたほうがいいのではないかなと思います。 

  あともう一つは、その費用についてなんですけれども、先程からちょっと話になっています

が、国土交通省が払うとか、あるいは県が払うとか、費用のところに入るか入らないかが変

わってくるのですけれども、実を言うと費用便益のときというのは国の観点あるいは社会の

観点からやりますから、誰が払おうと費用です。なので、費用便益分析マニュアルに何て書

かれているかちょっと私はわからないですが、普通は費用のところには社会でどれだけ費用

を払うかということを入れるべきです。そういうものを次から入れていくべきではないかな

と思います。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○酒田河川国道事務所長 インターの件を事前に盛り込むというお話ございました。確かにそれ

があれば非常にいいのかなと思います。 

  それから、時期的な話が１つありましたということと、料金所に関しては設置する位置とい

うのは非常にいろいろなパターンがあります。よくインターチェンジ下りてきてすぐお金を

取る場合だとか、今回のように本線にぼんと置いているような形だとか、いろいろなケース

がありまして、どれを正として出すかということは非常にその時点では難しかった。料金が

無料か有料かも当然ありましたけれども、そのようなことからその時点では盛り込まれてい

ないと聞いてございます。 

○河野委員 ただ、やはりゼロはまずいと。 

○平山委員長 幾らになるか、どんな設計になるかはわからないとしても、そういう可能性があ

るということは参考などにちょっと触れておいてもらえば出てきても驚かないで済むという
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ことだと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  また、そのお金の内訳のところは多分我々のところの関係の金額だけ上がっているのだとは

思いますけれども、全体像も見えたほうがいいことはいいとは思っています。 

○副局長 すみません、お金の話ですけれども、河野委員は先程の米沢～米沢北間の追加インタ

ーの件も含めておっしゃられていると思います。そこは私も個人的には疑義がありますので

整理させていただいて、やはり社会全体を見てどうするかという話がまずあって、その次に

費用負担の話があると思いますので、そこはまた整理させていただければと思います。 

○平山委員長 先程の共同溝などの話も内訳が全体幾らかとかと、国土交通省は幾ら負担をする

のかというようなことがもう少し親切に説明していただければと思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。 

○奥村委員 料金所のことにこだわって申しわけないですけれども、そもそも料金所を移設しな

ければいけない理由があるのかどうかということをおうかがいします。今回の料金所は、こ

こで北側に入って北へ抜ける交通量から料金を取りそびれないようにするためにわざわざこ

れだけのお金をかけてつくるということなのですが、本当に５０年にわたって例えばそこか

ら払われる料金、つまり酒田みなとと今つくったインターの間に通る交通量から得られる収

益を確保するために新たにこれだけの何十億円のお金を使って料金所をつくり直さなければ

いけないのかどうか、ということをどこかで議論されているのでしょうか。 

  この計画が出てくる前は酒田みなとインターまでが有料区間であったから、だから有料にす

るということにしかなっていません。さっきの三陸道のところだって途中でどこまでを有料

にしてどこから無料にすべきかということを冷静に考え直していました。事情が変化したら

考え直していいはずの話であって、今回のところも酒田みなとインターよりも北側は全部無

料ですから、例えばそれを酒田みなとインターから無料だと言わずに今回のところから無料

になってしてしまって、今の酒田インターのところにある本線料金所をそのまま使っていた

だければいいと思います。これで取り落としが生じるのは今回の中央ジャンクションから北

へ抜ける酒田みなとインターまでの間の、そこで乗るお客さんだけです。 

  そうすると、そのあまり多くない人たちからお金を取るために３６億円なるお金を使って料

金所をつくり直さなければいけないということが極めて何か不思議な感じがしますが、どう

いう議論がされているのでしょうか、されていないのでしょうか。 

○道路部長 まず、有料、無料の議論でございますけれども、ちょうどここの合流する、これ日

沿道のネクスコ管理の区間ですけれども、これは平成１７年ですか、公団民営化の議論があ
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ったときにどこまでを有料にし、地方のところを例えば国が無料で整備するとか、新直轄と

いう言い方になるんですけれども、その議論をした結果、この区間は公団が管理する区間と

いうふうに有料の区間が決まったとお聞きしております。 

  そこに合流するときにやはり原因者のほうが負担するというのが、基本的な考え方でありま

して、有料道路に後から無料道路を合流する場合などのように、後計画の事業者が負担する

ということで、今回それに伴って計上をされたということになります。有料、無料の議論は

別途国で議論されて決まったものであります。 

○奥村委員 同じ論理で、国土交通省さんの話ではないから別にいいんですけれども、昔ＪＲに

なる前の国鉄の時代にどこを廃線にするかみたいなときに、昔々に決められていた運行経路

で決めた例えば何々本線だという区分ごとに料金と費用とのバランスを見る営業係数を出し

て、それで廃線の可否を判断してしまったことがありました。 

  でも、実際に使われているパターンと、その明治時代なりに決めた区間の割り方というもの

は必ずしも合っていませんでした。今回も審議会で偉い先生が決めたと思いますけれども、

未来永劫そこで決めた有料無料の切り方を変えませんということをする必要はなくて、今回

これに合わせてそこの割り方を変えれば合理的になるのだったらそうすべきなのではないか

というのが市民の一般の感覚だと思います。 

  だから、何かあるところで決めてルールがそうなっていますからというのはいかにも杓子定

規な感じがするのです。今言ってもしようがないでしょうが、ここで結局お金を取り落とし

たくないということだったら、ネクスコさんがお金を出して料金所をつくればいい話なので

はないかという感じもしなくもない。 

  でも、ここで考えるべきなのは先程の議論で誰が払うかというか、誰にお金が入るかと関係

なしに社会全体でどうなのかということです。では、社会全体でここに料金所をつくり直す

ことがどれだけ意味があるのかと言われると、あまり意味がないような感じがするのです。

だから、ルールはそうなっています、過去にそう決めました、それはわかりますけれども、

そんなものを守ってどうするのでしょうかという感じがちょっとします。 

○平山委員長 奥村先生がおっしゃったようにこの料金所をつくるのに３６億円かかるわけです

よね。そこにお金を払う人は余目酒田道路からインターに乗って、みなとみらいインターま

でのところしか対象にならないということは……。 

○奥村委員 南から来ている人は今ある本線料金所で払ってくれているわけですから、だから新

たにここのところをつないで無料になって使う可能性のある人というのは、今のこの道路か
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ら入ってきて北へ流れる人の分だけですね。だから、そこからお客さんからお金を取るため

に３６億円使うのが社会全体にとって意味があるのかというのが疑問だというところです、

ルールですから仕方ないですけれども。 

○平山委員長 ルールに矛盾があるというのは確かだと思いますので、そういう矛盾を順次直し

ていっていただくのがやはり必要なのではないかと思います。 

○道路部長 すみません、ちょっと今聞き取れなかったのですが、合流して確かに北に行く人は

ほとんど有料道路を使わないということになるとは思うんですが、南に下りていくのはずっ

と有料道路に入っていきますので、そういう意味ではこの料金所があってもおかしくはない

というふうに思っておるんですけれども。 

○奥村委員 すみません、南に行く人は今酒田インターのすぐ北にある本線料金所で取れるんで

す。新しく本線料金所の設置位置を変えなくても、現在のあった現状の料金所をそのまま使

えばお金をいただけるわけだから何も問題ないわけですよね。 

むしろ今問題になっているのは、これも不思議だなと思っているのは、アクセス道路のとこ

ろには料金所はつくられなくて、酒田インターとこの中央インターの間にある現状の本線料

金所をなくして、それの代わりに本線料金所を酒田みなとインターの直前に持っていくとい

う計画ですね、これ。そうすると、実は余目酒田道路から入って南へ抜ける車の料金をどこ

で取るのかということが不明確です、むしろ。だから、この計画ではどうなっているのかな

と。北へ上がる人はお金取りたいから上につくる。では、南に行く人は今の酒田インターの

本線上も残すのですか。 

○平山委員長 先程のご説明だと酒田インターのところに料金所はあるということでしたね。 

○奥村委員 今あるのですけれども、そこはなくさないのですね。（「なくさない」の声あり）

ああ、そうですか。では、さっきの話で、今回の新たにつくる料金所は先程言ったように南

からの車のためではなくて、中央インターから入ってきて北に上がる人ためのだけに結局つ

くられているということになるわけですね。 

○酒田河川国道事務所長 

  酒田インターのところに本線料金所はあるんですけれども、まず南から来た車で中央ジャン

クションのところまでがこの料金所でお金を取ります。中央ジャンクションからみなとイン

ターまで北に走る分についてはみなとインターのところの料金所で取ると。それから、余目

酒田道路から乗ってきて南に行く車は酒田インターのところで取ればいいし、北に行くもの

はみなとインターのほうで取ればいいと。そのようなことで抜け目なく取るような形なんで
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す。 

○奥村委員 わかりました。 

○平山委員長 ちょっと詳しくは理解しているかどうかわからないのですが、やはり料金所をつ

くるということはお金もかかりますし、その収入を５０年分見積もって、それに値しないの

であれば、やはり全体として国のお金で考える場合はやはり不要なものと判断をせざるを得

ないと思いますけれども、原則が原則なので今のところはしようがないのだと思いますが、

そういう矛盾をはらんでいる中でその原則があるということを認識いただいて、何かの機会

にそのような発言をしていっていただきたいと思います。 

  ほかに何かございませんでしょうか。（「よろしいですか」の声あり）はい、どうぞ。 

○黒沢委員 すみません、何か鋭い質問の後でプリミティブなのでちょっと気が引けるのですけ

れども、この事業に関しましてはやはり１つはＢ／Ｃが１．１と低いということと、それか

ら、全体事業費を見ましても今回議題になっている２０幾つの中で３番目に事業費が大きい

事業となっている。そういった中で、かなり事業費が上がるということですので、今の話と

同じ観点ですけれども、事業費をなるべく圧縮する方法というものをいろいろな工夫をして

やっていくといいのかと思います。 

  それで、素人目で恐縮ですが、他の事業で現在ある国道を使うことによってかなり事業費圧

縮できたように、例えば余目の（３）と（２）で、もし現在の国道４７号である程度余裕が

あるようでしたら現在ある国道を使うとか、それを拡張するような形で使うとか、あるいは

余目の（２）から（１）の間を高架にせずに地面を行くような、インターなどがなく高架し

ない形の道路にすれば大分工事費などを削減できるのではないかというふうに素人目には見

えるのですが、こういったような観点からいろいろ見直しというのは今後できないものでし

ょうか。 

○酒田河川国道事務所長 ありがとうございます。１つ目ありました余目（２）から（３）でご

ざいますが、ここは完全に道路並行区間というようなこともございまして、今言われたとお

り今の道路を使いながらという案もあろうかと思います。 

  この中でご説明したとおり、この庄内町役場と書いていますが、ここは市街化が進んでおり

まして沿線にロードサイドショップがいっぱい出ているような状況、そこの出入りが多くて

交通事故がここら辺が非常に卓越しているという状況でございますので、ここは別線整理を

したいということで考えてございます。 

  それから、余目（１）から（２）の区間につきましてはもっと下のほうに下ろしたらという
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お話がございますが、全線を通して地域高規格道路ということで６０キロを一定の速度とし

て担保していきたいこともありまして、一般道路のアクセスによる例えば信号を付けるだと

か、そのようなことでたびたび止まってしまうような道路ですとやはり速達性が確保できな

い。そのようなことから、ここに関してはアクセスコントロールされた構造になってござい

ます。 

○黒沢委員 資料の５のほうで今おっしゃったような沿道施設から出入り交通で錯綜する様子で

すとか、そのポイントが示されているのですが、これは（２）と（１）の間ですよね。

（「そうなります」の声あり）今のお話ですと（２）から（３）もこれと同じような実状だ

ということでしょうか。 

○酒田河川国道事務所長 ここに出ているのが都市計画図面でございまして、色を塗っていると

ころが市街化するようになって見えますが、実際はこの余目酒田道路という文字が書かれて

並行になっている区間、ここについても同じようにこの写真のようなロードサイドショップ

がずっと張り付いている状況でございます。 

○黒沢委員 はい、そう言われると「はい、いいです」としか。できたらそこだけではなくて、

（２）から（３）の間も同様にここにあるようなグラフや何かで示して、これだけ事故が多

いとか、そういったものを示していただけると私みたいな素人にもわかるかなと思います。 

  あともう一つ、（２）から（１）に関してそういった事情があるのかもしれませんが、地形

図を見るとどう見ても田んぼの中を、集落がぽつぽつとある中を広い道路が行くような感じ

で、そうすると特に高架にしなくても普通に行けてしまうのかなとも思えます。いろいろな

都市のバイパスはそのようなところでは平地を通っているバイパスもあります。そういうふ

うに素人目に見えるのですが、どうしても高架、立体交差にしなければいけないような混雑

するような道路が何本も交差するのでしょうか。 

○酒田河川国道事務所長 ここは図面で出ていたとおり田んぼでございます。農道が縦横に走っ

てございまして、それを１つ１つクリアさせるためにはボックスカルバートだとか、物によ

っては橋を架けるとか、そのような構造になりますので、おのずとそこが高い構造になって

きてしまったところでございます。 

  それから、先ほど私、（２）と（３）の間、同じように家がいっぱい張り付いているふうに

言いましたけれども、ここの（１）と（２）よりは少ない状況です。この写真のとおりの状

況とは多少違います。そこは変更お願いいたします。 

○道路調査官 すみません、補足させていただきますけれども、余目インターの（２）と（３）
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については先ほど訂正したように、まだ沿道はそれほど張り付いておりません。ここは現道

を活用できないのかなというお話がありましたけれども、ここは４車用地がありまして、今

２車線で現道はできているんですけれども、それの余っている２車分の用地を活用してこの

余目酒田道路として使おうということで、そういう意味で用地は半分活用する。それと、事

業費を圧縮するためにこの辺の区間を下に落として、つまり３種の道路にというのはどうな

のかというお話ありましたけれども、例えば２ページを開いていただきますとこの新庄酒田

道路５０キロとありますが、東北を骨格するネットワークとしてここの新庄酒田道路、東北

の中の横断道路としても非常に重要な路線というふうに考えております。そういう東北をネ

ットワークする路線としての重要性という観点から、右に新庄南バイパスが４キロございま

すけれども、これも自動車専用道路、それから新庄古口道路、これも自動車専用道路、高屋

のところはほとんどトンネルですので、ほとんどそれに近いんですけれども、そういった観

点から見たときに東北の全体をネットする道路という観点から見ても、自動車専用道路とし

て将来にわたって沿道が開発されて速度低下を招かないような道路構造にしたいというのが

基本的な考え方になっております。 

○遠藤委員 今説明されたように、以前大分雨が降って４７号が不通になったという記憶があり

ます。現在の道路のイメージだと山形県では地滑りがあったり、土が軟らかかったりして、

こんな地域ではある程度高いところに道路を通してもらって絶対止まらないということを考

えるのが基本かなと思っています。ですから、一般国道４７号を使うのはいいんだけれども、

そういうことも十分考えられて、絶対止まることのないような道路につくってもらったらい

いのかなと思っていました。これからいろいろやっていって、そういうことが起こっても安

全第一といいますか、必ず車が通れるようにということでやってもらったほうがいいのかな

と思っております。よろしくお願いします。 

○黒沢委員 私も全く同様に思います。止まらない道路、災害に強い道路がよい、そのとおりで

すけれども、ただ、コストとか、そういった問題があります。それで、もちろん全てコスト

を度外視すればあったほうがいいものばかりだと思いますが、やはりここで議論するために

はそうしたことによってどれだけかかる、それから、それをつくることによってどれだけ便

益があるというようなデータを示していただいて、それに基づいて私たちは判断するしかな

いのかなと思います。できたら今それぞれの区間について平地にする、あるいは高くする、

あるいは国道と一緒にする、そういう点についてそれぞれにかかるコストとか、それによる

メリットなんかをできたらお示しいただけると判断つきやすいのかなと思います。そういっ
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た材料がないところで議論していてちょっと抽象論になってしまっているのですが、できた

らそういったものをお示しいただければと思います。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。どうぞ。 

○大久保委員 なかなかデータで示せないこともあるので、私地元でしょっちゅう通っているの

でちょっとそういう示せないような状況を紹介させていただくと、この道４７号は、交通事

故などで止まると、抜ける道がないのです。今までにもお話がありましたけれども、47号は

最上川の左岸側に、鉄道と一緒に走っているようなところで、用地がなく何とも改良のしよ

うがないようなところです。 

 新庄まで行くのに夏場だったら１時間ぐらいで行けますけれども、冬場になると１時間半ぐら

いかかるのです。地元とすればとにかくこの道路ではない別の道路をつくってほしいという、

そういう要望を私も大分聞いています。私自身もそういうふうに思います。さらに、最上川

の庄内平野への出口に立川というところがありますが、そこが仮に破堤すると、庄内平野は

酒田までずっと傾斜ついていますからどんどん水が下流部に流れていくわけです。そのとき

に道路の影響というのは相当あるのです。 

  そういう検討は多分今まではなされていないとは思いますけれども、ただ、高架以外のもの

が付いたときに現状と変わるような事態が出てくる可能性もあるわけです。左岸側に沿って

酒田の対岸あたりはかなり水がたまるような、ハザードマップではそういう結果も出ている

し、余目あたりも若干たまるようなところがあって、本来はそういう検討も必要でしょうが、

なかなか今のルールの中でそういうこともやられていない、これは限界だと思いますので、

さっき委員長がおっしゃったように徐々に変えていくなり、そういうことをせざるを得ない

と思います。 

  ルールでいういわゆる便益が全ての便益を表しているわけではないので、ここにご出席の委

員の方々は各地域から出てきているので、私はそういう意味で、地元の感じとしてこの道路

というのはちょっとほかの道路とは少し事情が違うなという、そういう感想を申し上げまし

た。 

○遠藤委員 忘れてならないのは、何か事故が、あるいは災害が起こった場合に復旧の速度はこ

れからますます遅くなるということです。技能者とか優秀な技術者が少なくなっているので．

ですから、少なくともこれからいろいろ見積もるとき、特に１日１．１億円ぐらい、そのぐ

らいあるとおっしゃるけれども、それが１日というのが２日になったり３日になったりと、

だんだん単価としては１日幾らなりというものが格段に増えてくるだろうと。 
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  何で通さないかというと、「安全対策」と言っていればいいですけれども、なかなか全部の

安全が確認できないとなって、延び延びになる。これはＪＲでも電力でもみんな同じ傾向で

す。それは確信を持って大丈夫だと言う人がいないからです。これだけ災害が起こっても発

注が不調に終わっているというのは、技術者がいないから仕事を引き受けられないという現

実があるわけです。 

  ですから、各地で災害が起こった場合にお金を幾らでも出すからやってくれと言ったって、

設備が急に増えるわけじゃないからと言って、いつも同じスピードしか出なくなっています。

これから災害復旧はもっともっと時間がかかるぞということでいろいろなことを試算してい

ただきたい。現実が変化してきているということを申し上げておきたい。よろしくお願いし

ます。 

○平山委員長 はい、ありがとうございました。随分いろいろ意見をいただきました。奥村委員

の意見は最も基本的なことで、今後考えていただかなければいけないことでございますが、

事業費の内訳とか、個々委員がおっしゃったお話、それから重点事業についてはもう少しが

っちりと議論をするのが今回のやり方の変更の大きな目的ですので、そのあたり今後少し気

をつけて資料をつくっていただければと思います。 

  それで、もしご意見なければお諮りをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○浜岡委員 一言だけ。このプロジェクトについてということではないのですけれども、今回イ

ンターチェンジの位置を変えると費用増が生じます。公園の整備がされなくて砂が十分用意

できないと、いろいろ工夫をするということで、さまざま対応されているというのが非常に

よくわかりました。できるだけコスト縮減に努めようという皆さんのすばらしいアイデアが

盛り込まれていると思います。 

  恐らくですけれども、今回重点審議ではない要点審議のところもそのような工夫って多くさ

れていたのではないでしょうか。つまり全体事業費がもうほかの事業は全て一緒ですけれど

も、実際はいろいろな工夫をしてコスト縮減に努められているのではないかと思います。た

だ、参考資料という形でＡ３にまとめられたものを見ますと全く一緒なので、何か危機的な

状況が起きないとコスト縮減していないのというふうに見られるのはよくないと思われます

ので、恐らくどの事業についても何らか変更があるでしょうから少し金額が変わりましたと

いう数字の変更だけでも構いませんので、含めていただきたいというお願いでした。 

○平山委員長 資料のつくり方だと思います。何か節約したとか、そういう前向きな答えもぜひ

資料に入れ込んでほしいということだと思います。 
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  それでは、お諮りをしたいと思いますが、いろいろご意見をいただきました。それはそれと

して今後に生かしていくということにいたしまして、本事業につきましては原案どおり継続

という対応方針をとりたいと思いますが、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、次に、時間も押しているものですから、要点事業の審議に入りたいと思います。

要点事業は一括説明、一括審議でお願いをしたいと思います。１７件ございます。一覧表が

添付されておりますが、ワーキンググループでは基本的に前回の評価と大きな変化はなかっ

たと、順調に進捗しているという認識のもとに、その後の環境変化などを中心にご説明をい

ただいて、一括了承をいただきたいと思っているところでございます。ですから、１件１分

ぐらいでお願いしたいと思いますが。１７件ございますので。よろしくご説明をお願いした

いと思います。 

○道路計画第一課建設専門官 それでは、要点審議事業についてご説明をさせていただきたいと

思います。説明資料は資料５になります。要点審議事業のご説明につきましては、まず要点

審議事業一覧表、２枚めくっていただきましてＡ３折り込みの資料でございますけれども、

この資料を使いまして概括的な説明をさせていただいてから、個別事業箇所についてはポイ

ントのみ絞ってご説明をさせていただきます。 

  まず、要点審議事業一覧表からのご説明でございますけれども、一覧表の項目、一番上の行

の部分でございます。１つ目として事業計画等の変化の有無、それから２つ目としまして投

資効果の変化の有無、それから３つ目としまして事業進捗の見込みの変化などについて記載

してございます。 

  まず、１つ目の事業計画等については、全ての事業箇所におきまして車線数あるいは事業延

長とも前回評価時点から変化はございません。 

  それから、２つ目の投資効果の変化のうち、事業費についても全ての事業箇所において前回

再評価時点からの変化はございません。 

  その右の計画交通量でございますけれども、前回から多少の変動がございます。これは注釈

書き１のほうにも記載しておりますけれども、平成２２年度に全国的な動きとして将来交通

需要推計の改善の取り組みというものをやっております。道路ネットワークの設定を計画を

含めたフルネットワークから現況と事業化済み箇所のみのネットワークに変更したこと、そ

れから、平成２３年度以降に三陸沿岸道路の全線事業化あるいは日本海沿岸東北自動車道の

新潟・山形県境あるいは山形・秋田県境が事業化になったということで、高規格幹線道路が
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フルネットに近い状態になっているようなこと、こういったような影響で多少の変動が生じ

ております。 

  その右の費用便益比についてでございますけれども、今ご説明しました計画交通量の増減の

影響、それから冬期の交通状況を考慮した便益によります変動でございます。 

  それから、通し番号の１５から１７の事業でございますけれども、注釈書き２にありますよ

うに防災面の効果が特に大きい事業ということで位置づけられているものでございます。防

災面の効果については後ほど個別事業箇所の中でご説明させていただきます。 

  ３つ目の事業進捗の見込みでございます。各事業ともほぼ順調に進捗しておりまして、特に

変化はございません。なお、事業の完成に向けた円滑な事業実施環境が整ったものについて

は、参考として開通予定年度を記載させていただいております。 

  続きまして、１ページ目以降、個別事業箇所の説明になりますけれども、各事業の本年度末

の進捗率あるいは開通目標、それから前回再評価時点からの周辺環境の変化等についてポイ

ントのみご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、１ページでございます。通し番号１番、東北横断自動車道釜石秋田線、遠野～宮守で

ございます。下の事業費、事業進捗率の表でございますけれども、この真ん中、事業全体の

進捗率につきましては６６％でございまして、右の平面図に記載ありますように平成２７年

度の開通を予定しているところでございます。 

  ３ページを見ていただきたいんですけれども、前回再評価実施からの周辺環境の変化という

ことで、この事業につきましては平成２３年１１月に復興支援道路に位置づけられていると

ころでございます。 

  次、９ページをご覧いただきたいと思います。 

  通し番号の２番、一般国道４号渋民バイパスでございます。事業全体の進捗率は８１％でご

ざいまして、平成２６年度全線開通の予定でございます。 

  １５ページをお願いいたします。 

  通し番号の３番、一般国道４６号盛岡西バイパスでございます。事業全体の進捗率は７２％

でございまして、今年度残りの区間、未開通であった区間、開通予定でございます。 

  １７ページに前回再評価実施からの周辺環境の変化を記載しておりますけれども、下の図に

示しますように平成２９年度に岩手医科大学附属病院、三次救急医療施設でございますけれ

ども、これが隣の矢巾町に移転予定ということになってございます。 

  次、２１ページ、お願いいたします。 
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  通し番号４番、一般国道４５号本吉気仙沼道路でございます。事業全体の進捗率は７５％で

ございまして、２３ページをご覧いただきたいのですが、前回再評価実施からの周辺環境の

変化でございますけれども、平成２３年１１月に復興道路として位置づけられております。 

  次、２９ページ、お願いいたします。 

  通し番号５番、一般国道４号金ヶ瀬拡幅でございます。事業全体の進捗率は５６％でござい

ます。３１ページのほうに前回再評価実施からの周辺環境の変化でございますけれども、隣

接します大河原町に平成２５年２月に宮城県南中核病院、これ救命救急センターでございま

すけれども、これが開設されまして県南地域に三次救急医療体制が構築されております。 

  次、３５ページをお願いいたします。 

  通し番号６番、一般国道４号仙台拡幅でございますけれども、事業全体の進捗率は７０％で

ございます。 

  ３９ページをお願いいたします。 

  通し番号７番の一般国道４５号坂下拡幅でございます。事業全体の進捗率は９６％でござい

まして、この事業の中で取り組んでおります電線共同溝事業につきましては平成２７年度の

供用を予定してございます。 

  次、４５ページをお願いいたします。 

  通し番号８番、一般国道１０８号古川東バイパスでございます。事業全体の進捗率は２８％

でございます。昨年度２．３キロを開通しておりますけれども、引き続き事業を継続してま

いりたいというふうに思っております。４７ページに前回再評価実施からの周辺環境の変化

でございますけれども、平成２６年７月に大崎市民病院、これも三次救急医療施設でござい

ますけれども、これが国道４号沿線に移転する予定となってございます。 

  次、５１ページをお願いいたします。 

  通し番号９番、一般国道１３号尾花沢新庄道路でございます。事業全体の進捗率は８３％で

ございまして、平成２７年度、残り４キロ区間につきまして暫定２車線で開通予定でござい

ます。 

  次、５３ページ、お願いいたします。 

  前回再評価からの周辺環境の変化でございますけれども、平成２３年３月に新庄北道路を開

通してございます。それから、平成２４年度には東北中央自動車道泉田道路が事業化されて

いるところでございます。 

  次、５９ページをお願いいたします。 
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  通し番号１０番、一般国道１３号大野目交差点改良でございます。事業全体の進捗率は９

５％でございまして、平成２６年度の開通を予定しております。 

  ６１ページをお願いいたします。 

  前回再評価からの周辺環境の変化でございますけれども、大野目交差点の東側、主要地方道

穂積バイパスが開通するなど新たな交通ネットワークが整備されているところでございます。 

  次、６５ページをお願いいたします。 

  通し番号１１番の日本海沿岸東北自動車道酒田みなと～遊佐でございます。事業全体の進捗

率は１４％でございまして、６７ページをご覧いただきたいのですが、前回再評価実施から

の周辺環境の変化でございますけれども、平成２３年１１月に酒田港がリサイクル機能に係

る拠点港に指定されているということでございます。 

  次、７１ページをお願いいたします。 

  通し番号１２番、一般国道４号鏡石拡幅でございます。事業全体の進捗率は５６％でござい

ます。 

  次、７７ページをお願いいたします。 

  通し番号１３番、一般国道１１５号阿武隈東道路でございます。事業全体の進捗率は９４％

でございまして、右側の位置図にありますように平成２８年度の開通を予定しているところ

でございます。 

  ７９ページでございます。前回再評価からの変化でございますけれども、平成２３年１１月

に復興支援道路として位置づけられております。それから、平成２５年度には霊山・福島間

の、下の図でいきますと緑色の部分でございますけれども、霊山・福島間の事業化がされて

おります。 

  次、８３ページ、お願いいたします。 

  通し番号１４番、一般国道４９号平バイパスでございます。事業全体の進捗率は９３％でご

ざいまして、平成２８年度の開通を予定してございます。 

  続きまして、８７ページをお願いいたします。 

  通し番号１５番、一般国道１３号院内道路でございます。事業全体の進捗率は７６％でござ

いまして、平成２８年度の開通を予定をしてございます。 

  次、８９ページをお願いいたします。 

  この事業につきましては平成２５年９月６日でございますが、院内道路の防災技術検討会と

いうものを開催しておりまして、この技術検討会において現道の防災対策、そういったもの
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の必要性であるとか緊急性、それから技術的な妥当性、そういったものについてご議論いた

だいております。一番下に検討結果を書いてございますけれども、国道１３号の信頼性、安

全性を確保するため院内道路の必要性、緊急性、技術的妥当性は高く、防災面の効果が大き

い事業との結論をいただいているところでございます。 

  続きまして、９５ページ、お願いいたします。 

  通し番号１６番、一般国道４７号新庄古口道路でございます。事業全体の進捗率は３４％で

ございまして、平成２７年度一部開通予定でございます。この事業につきましては、位置図

の下のところにちょっと小さくて恐縮でございますけれども、通行規制区間２カ所を記載し

てございます。この道路ができることによりまして迂回ルートが確保されるということで、

防災面の効果が大きい事業という位置づけになっているところでございます。 

  次、１０３ページをお願いいたします。 

  通し番号１７番、一般国道４７号高屋道路でございます。事業全体の進捗率につきましては

１４％でございます。位置図をご覧いただきたいんですが、この事業につきましても通行規

制区間となっておりまして、この事業の開通によりまして迂回ルート、一部でございますけ

れども迂回ルートが確保されるということになります。 

  以上で、少し走りながらのご説明でしたけれども、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。 

  大変駆け足で１７事業のご説明をいただきました。最近の地域の状況等を重点的にお話いた

だいたわけでございますけれども、何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

○河野委員 この重点ではない審議について最終的に決めるべきものは事業継続か否かですね？

そのためには全体の費用便益比はもう必要なくて、残事業Ｂ／Ｃだけみればよいです。コス

トとしてはこれまでにどの程度コストがかかったのかはすでに必要ありません。さらに、こ

れまで生じた便益も必要ありません。 

  道路の場合、比較的後のほうが便益は高くなりますのであまり問題はないですけれども、例

えば河川事業なんかだと便益の高いところからやっていきますから、残されたところがＢ／

Ｃが低い、もう１を切ってしまうということがよくあるのです。そういうことを考えると、

この一覧表には必ず残事業Ｂ／Ｃを入れないと判断できないということです。今回の場合、

いずれの、質問ですけれども、残事業Ｂ／Ｃで１を切るようなところはないのですね。 

○道路計画第一課建設専門官 今回の事業の中では残事業Ｂ／Ｃが１を切るということはござい

ません。 
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○平山委員長 他に何かございませんか。はい、奥村委員。 

○奥村委員 最後の防災面が重要だというのはわかりますが、だからといって費用便益比につい

ての計算結果を載せないというのは、それでいいのでしょうか。 

○道路計画第一課建設専門官 この防災面の効果が大きい事業につきましては少し詳しくご説明

させていただきますけれども、平成２２年度に交通需要推計の見直しがありましたというお

話は先ほどさせていただきました。それに伴いまして全国的に交通量が若干下がる傾向、特

に地方部については交通量が下がる傾向にあるということもございまして、Ｂ／Ｃ総点検と

いうものをやってございます。 

  そのＢ／Ｃ総点検の中でＢ／Ｃによらない事業、要は防災面の効果、先ほど少しご説明させ

ていただきましたけれども、例えば津波浸水区域を回避するような事業であるとか、それか

ら事前通行規制区間の迂回ルートになるような事業であるとか、それから、防災点検で要対

策箇所に指定されているところを回避するような事業であるとか、そういったものについて

は防災面の効果が特に大きい事業ということで位置づけられてございます。これにつきまし

ては平成２２年度の３月に第５回事業評価監視委員会を開催させていただいておりますけれ

ども、その中でもご審議いただいたところでございます。以上です。 

○平山委員長 表には載せないということのご説明かと思いますが。 

○奥村委員 それで判断してほしくないということと、その情報を出さないということと、同じ

かどうかです。その費用便益比はこれだけですが、でもやはり必要なのだという上で判断す

べき話ではないのかなという感じはするのですけれども、数字を出していないということで

いいのですか。 

○道路計画第一課建設専門官 先ほどご説明させていただきました箇所別の事業箇所の資料の中

の例えば８７ページ、院内道路のご説明の中で事業進捗率の下のところにＢとＣを記載させ

ていただいております。先ほどご説明しましたように防災面の効果が特に大きい事業につい

てはＢ／Ｃによらない事業というような位置づけになっておりまして、ＢとＣについては記

載させていただいております。 

○平山委員長 Ｂ／Ｃでは載っていないということです。 

○奥村委員 自分で割り算しろということで。 

○平山委員長 これは１を切っています。 

○奥村委員 そうですね、あとの２つはＢのほうが大きい。 

○平山委員長 それで勘弁してくださいということ。 
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○奥村委員 わかりますけれども、やらなければいけないことは多分、先程からの議論にもあり

ますが、今のＢ／Ｃで計れていないことが結構あって、だから、何が計れていないのかとい

うことをやはり明らかにしていかないと、いつまでたってもこの計算の仕方ではだめなので、

ということのままだとすごい気持ちが悪いわけなので、そういう意味で数字はあってもいい

のではないのという感じがします。 

○平山委員長 ちょっと工夫をしてください。もう少し防災の道路だということをきちっと強調

していただくとか、そういう書き方もあると思いますので、検討をお願いしたいと思います。 

○道路計画第一課建設専門官 わかりました。ありがとうございます。 

○九戸委員 奥村委員から数字があってもいいのではとお話ありましたけれども、数字や資料が

ひとり歩きするということを考えると、行政に携わった者はむやみやたらと資料を出すこと

を敬遠します。私は経験があるのですが、マスコミからそこだけを聞かれるということもあ

りますので、公的に出ていくもの十分に検討した上で載せる載せないの判断をしていただき

たいと思います。 

  案件の２つ目と４つ目に質問が集中したのは、プロはみんな知っていて当然なんだけれども

素人目にはこれはどうなのかという疑問からです。例えばさっきの料金所の話などは、そう

いうところをペーパーに落とせなければ。そこを丁寧にご説明いただければと思います。 

○平山委員長 資料のつくり方について改めてもう少し検討をお願いしたいと思います。お二人

の意見を参考にしていただきたいと思います。 

  他にご意見ございませんか。はい、どうぞ。 

○間庭委員 ７７ページ、１３番の阿武隈東道路ですが、ちょっとダイレクトな話ではなくて申

しわけございませんが、私どももこの辺の原町、南相馬市、相馬商工会議所の支援を行って

いるんですが、地元から南のほうへの道路が非常に、相馬と南相馬市では状況が違うんです

けれども、今ああいう状況ですので、いわきのほうは南のほうへのルートがしっかりあるん

ですけれども、一方、東西についてはここでありますとおり、いわきに比べると非常に今一

生懸命こういう形で３年前と違って復興道路という位置づけで非常に力を入れていただいて

いることについては高く評価しているところでありますけれども、現実、今相馬の地域、相

双地域については仙台のほうへの道は十分あるんですが、西への福島へのルートが非常にこ

ういう状況でありますので、福島県が全県でいろいろな例えば観光キャンペーンでも産業振

興でも、いろいろなことをやろうとするとこの相双地区だけがどうしても一体感がなくて、

非常に復興へのスピード感がかなり落ちているわけです。この内容については私が説明する
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までもないですが。したがって、ここの事業は非常に重要な事業であるということにつきま

して改めてご認識をいただいて、ぜひ推進をいただきたいという意見を申し上げたいと思い

ます。以上です。 

○平山委員長 はい、ありがとうございました。 

  その他、成田委員、何かございませんか。 

○成田委員 もう皆様おっしゃっていただいたことばかりです。やはり民間で監査というものに

携わっていて、いかに投資家にリスクを回避するかということに日頃携わっている者として、

また納税者として思うところは、やはり先程のインターの料金所のお話についてです。後か

ら増えることとなった土の費用４５億円ですね、感覚としまして早くわかるとよかったのだ

ろうと思います。納税者の負担する税金という点から申し上げますと、国であるか県である

かというよりも、結局は税金で負担するわけですから、そこを市民に落とし込むような形で

ご説明いただけると私のような市民にはありがたいと思うところでございます。感想めいた

もので申しわけございません。 

○平山委員長 どうもありがとうございます。 

  もしほかにご意見なければお諮りしますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、一括して１７件についてお諮りをしたいと思いますが、原案どおり継続という対

応方針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、一応今日審議の中身は以上でございますが、大体今日２１件も審議したというの

はちょっと多かったなという印象で、そういうことは今後ないようになるべくうまいように

やりたいと思いますが、今日随分意見をいただいたように、いろいろな資料のつくり方、そ

れから重点事業と要点事業についてかなり軽重を付けて審議したわけですが、何かご意見ご

ざいませんか。減らし過ぎだとか。どうぞ。 

○北林委員 そんなに本質的なことではないですが、今日のように資料がたくさんありますと読

み込むのに時間がかかりますよね。それで、気がついたのですが、凡例が地図によって違っ

ているのです。重点事業で覚えた凡例で別の地図を読んでいくと凡例の色が違っていたり内

容が違っていたりしていて個々の凡例を見ながら理解するのにとても時間がかかりました。

凡例の道路の色は統一していただきたい。それから、同じ赤い破線であっても事業中とか評

価対象とか供用済みとか、地図によって意味が違ったりしていました。これも確認しながら

読み込むのにたいへんでしたので、統一していただきたいと思います。 

  それと、私のような素人には色の意味がわからなかったり、凡例がなかったりして、問い合
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わせたところもありましたので、凡例は漏れなく付けていただきたい。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございます。それでは、次回以降のつくり方でございますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

  なお、前回の評価結果は公開になっておりますので、もしご覧になりたい方おりましたらホ

ームページを開いていただければと思います。 

  前もって資料は見ていただいているのですか。 

○奥村委員 これだけ多いと……。 

○平山委員長 きっちりは無理ですよね。 

  それでは、いろいろ注文付きましたので、次回以降に反映させていけばよろしいかと思いま

す。 

  ほかになければ審議の結果を取りまとめしていただきたいと思います。では、５分休憩させ

ていただきます。 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 それでは、再開をさせていただきます。 

  議事概要の取りまとめでございますが、確認をいたしたいと思います。読んでいただけます

でしょうか。 

○司会 それでは、議事概要について読み上げたいと思います。最初の前振りは省略いたします。 

 １．事業審議について 

 ・道路事業再評価審議結果 

  ここも恐縮ですが、２１件再評価ということで省略させていただきます。 

   一般国道４号盛岡北道路 

   一般国道４５号釜石山田道路 

   東北中央自動車道米沢～米沢北 

   一般国道４７号余目酒田道路 

   東北横断自動車道釜石秋田線遠野～宮守 

   一般国道４号渋民バイパス 

   一般国道４６号盛岡西バイパス 

   一般国道４５号本吉気仙沼道路 

   一般国道４号金ヶ瀬拡幅 

   一般国道４号仙台拡幅 

-42- 



   一般国道４５号坂下拡幅 

   一般国道１０８号古川東バイパス 

   一般国道１３号尾花沢新庄道路 

   一般国道１３号大野目交差点改良 

   日本海沿岸東北自動車道酒田みなと～遊佐 

   一般国道４号鏡石拡幅 

   一般国道１１５号阿武隈東道路 

   一般国道４９号平バイパス 

   一般国道１３号院内道路 

   一般国道４７号新庄古口道路 

   一般国道４７号高屋道路 

  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。 

   ・電線共同溝事業による景観等への効果の定量化を検討すること。また、電線共同溝事業 

   と道路事業は今後別のプロジェクトとして評価することも検討すること。 

   ・費用便益分析を算出するに当たって、事業費の考え方は国が負担する費用だけでなく、 

   社会として負担する費用にするべきではないか。 

   ・事業費が減っている場合、変わらない場合もコスト縮減や個々の増減がある場合は内訳 

   を示すよう検討すること。 

   ・高規格道路における有料、無料のあり方については、過去の計画だけに縛られることな 

   く、事業を実施していく中で社会的な負担全体を考慮して適宜検討していくべき。 

   ・一覧表に残事業Ｂ／Ｃも記載すること。 

   ・凡例の統一を検討すること。 

  以上でございます。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○間庭委員 ２つ目の趣旨はよくわかるのですが、その場合の便益をどのようにバランスしたら

いいのかの考え方です。 

○河野委員 便益も社会全体の便益です。 

○間庭委員 それはできるのですか。 

○河野委員 できると思います。 
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○間庭委員 要するに国土交通省以外の費用についての便益をという意味ですよね。社会という

のは。 

○河野委員 例えば道路をつくる際に国土交通省は８０％負担で２０％はどこか違うところとい

う場合には、１００％の費用に対して道路の便益が幾らかを計算すると両方とも社会全体…

…。 

○間庭委員 それは内訳で道路の分だけの便益ということですね。 

○河野委員 内訳……そうですね、プロジェクト。プロジェクト全体の費用とプロジェクト全体

の便益を出せば。 

○間庭委員 要するに参考数値としては見るけれども分母に入れないということですか。社会的

費用は。 

○河野委員 社会的費用は、それは普通は入れなければいけない。普通の費用便益分析では社会

の費用が分母になって、上に社会全体の便益が。 

○間庭委員 そうすると、こちらの局としては社会的費用に見合う便益についての評価はできる

んでしょうか。 

○河野委員 できます。 

○間庭委員 それであればわかります。 

○平山委員長 いかがですか、事務局。 

○局長 ダムなんかの場合はちょっと無理ですよね。目的別に出していますから、他の目的、利

水目的のところまで我が省が出そうとすると無理だという、そういう事業もありますので。

今回の場合、先生が頭に描かれているのは同じ道路事業の中で補助と県みたいな。同種の事

業の中の話であればちょっと工夫の余地はあるかもわからないんですけれども、ちょっと目

的が全然違うもので１つの工事でやったような場合は、今の中ではなかなか割り切れないよ

うなものもあると思います。ちょっと難しいところもあるかと思いますけれども。 

○間庭委員 すると、できるものについてはそういうふうにできるだけするという意味ですね。

全てではなくて。 

○平山委員長 確かに事業の中身によっては他省庁の便益を算定しなければならないようなこと

も出てきますよね。そこまでやるかということはなかなか我々の委員会の範疇を超えるもの

だと思います。全体で幾らかかるかというような金額についてはお金の参考資料みたいな感

じで付けていただければ、非常に我々としてもわかりやすいことだと、国土交通省側として

もわかりやすいということはあると思います。全て便益も事業費もそれぞれどこの省庁の分
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も全部含めて、それぞれがＢ／Ｃ、そしてトータルをまたＢ／Ｃを出すというのはちょっと

無理だというか、我々そこまでやる必要はないのではないかと思いますので、そのあたりは

ご理解をいただきたいと思います。そのような意味合いでこの議事録を理解していただきた

いと思います。 

○間庭委員 承知しました。 

○平山委員長 他に何か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、議事概要をこのようにまとめさせていただきます。

ありがとうございます。 

 

４．閉 会 

○司会 それでは、以上をもちまして平成２５年度第４回東北地方整備局事業評価監視委員会を

終了いたします。ありがとうございました。 
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