
 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第５回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２５年１２月１９日（木曜日） 

    １３：００～１５：４０ 

場 所：東北地方整備局 二日町庁舎（大会議室） 

 



１．開 会 

○司会 ご案内の時刻となりましたので、ただいまから平成２５年度第５回東北事業整備局事業

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、テレビ会議でのご参加も含めまして１１名中８名の委員の出席を予定してございま

す。秋田河川国道事務所にカメラを設置いたしまして、北林委員と浜岡委員に参加をしてい

ただきます。北林委員につきましては、若干遅れてテレビ会議に参加するという予定でござ

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、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 年末の大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

  また、この委員会に先立ちましてワーキングがございました。そちらのほうにもご参加いた

だきました委員の皆様には、重ねて御礼を申し上げたいと思っております。 

  また、本日はテレビ会議ということで浜岡委員、それから北林委員、秋田河川国道事務所に

お越しいただきましてご出席ということでございます。御礼申し上げたいと思っております。 

  本日の委員会では、河川関係事業の再評価３件、港湾事業の再評価５件、営繕事業の再評価

１件、合計９件のご審議ということでございます。それから、河川、港湾事業における審議

の重点化のご議論と、事務局より再評価実施要領の運用についてもご説明をさせていただく

ということでございまして、件数は多く長い時間になると思いますけれども、ぜひよろしく

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。 

  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 

-1- 



○平山委員長 それでは、これから審議を行いたいと思います。 

  秋田の浜岡委員合わせて７名、６名が定数というか採決の基準でございますので、十分満ち

ているということでございます。 

  それでは、浜岡委員もよろしくご協力いただきたいと思います。 

○浜岡委員 よろしくお願いします。 

○平山委員長 それでは審議に入りたいと思いますが、説明はポイントを押さえて効率的な議 

事の進行にご協力をいただきたいと思います。 

  審議案件件数が多い河川関係事業、港湾事業についての新しい審議の重点化、効率化につい

ては、まだ了承されておりませんので、従来どおりの説明でお願いしたいと思います。 

  それでは、まず河川関係事業の再評価３件の審議を行います。事業選定ワーキングが行われ

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大久保委員からご

説明をお願いいたします。 

○大久保委員 河川関係事業に関する審議事業選定ワーキンググループを１１月２２日に開催い

たしました。 

  黒沢委員、それから河野委員、平山委員長と私の４名により検討を行いましたので、私のほ

うから選定結果及び河川関係事業における審議の重点化についてご報告をさせていただきま

す。 

  今回は、河川事業の再評価１事業、砂防事業の再評価１事業及び地すべり対策事業の再評価

１事業の合計３事業が対象となっております。 

  そのうちの「雄物川総合水系環境整備事業」は、河川整備計画策定中であるため学識者懇談

会では審議されておりませんので、事業評価監視委員会で再評価を行う必要があることから、

重点審議事業として選定をいたしました。また、全体の事業費が大きい「最上川水系直轄砂

防事業」についても重点審議事業として選定をいたしました。 

  審議のポイントですが、「雄物川総合水系環境整備事業」については整備箇所追加の必要性

について、それから「最上川水系直轄砂防事業」については、事業の必要性及び整備効果に

ついてであります。 

  次に、河川関係事業における審議の重点化についてですが、河川ワーキンググループにおい

てどのように重点化審議を進めるのがよいかという議論をいたしまして、河川関係事業にお

いて今後事業評価監視委員会に諮る事業は、「地すべり対策事業」それから「砂防事業」

「海岸事業」のみとなります。しかも、年間数件程度の審議となること等から、道路事業に
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おいて実施し始めました「審議事業一覧表」とそれから「要点事業概要版資料」による新し

い重点化については実施しないという結論となりました。従来どおりの資料で行うというこ

とであります。 

  以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  重点事業２件、要点事業１件、計３件、それから審議の重点化についてのワーキンググルー

プのまとめをいただきました。 

  それでは、まず重点事業の審議を行います。重点事業は個別説明・個別審議で行いたいと思

います。今、大久保委員からお話がありましたように、河川事業につきましては河川整備計

画が策定されている場合、水系ごとに学識経験者で構成されております懇談会等で事業の再

評価を実施して、本委員会ではその結果の報告を受けているところですが、今回の雄物川水

系では、まだ河川整備計画を策定中ということでございますので、事業評価監視委員会、本

委員会が審議を行う必要があるという取り決めになっておりまして、審議をいただく訳でご

ざいます。 

  それでは、雄物川総合水系環境整備事業につきまして、湯沢河川国道事務所のほうから説明

お願いいたします。 

○湯沢河川国道事務所長 湯沢河川国道事務所長平野でございます。 

  資料１－１でご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。まず１ページをご覧ください。総合水系環境整備事業の目的と概要で

ございます。 

  環境整備事業につきましては、自然再生、水辺整備、水環境という３つでございまして、水

系一環として効果が発現されることから、事業評価も水系単位で行っております。 

  この雄物川でございますが、これまで秋田地区かわまちづくりなど６カ所の水辺整備を行っ

ており、今回平成２６年度から実施予定の自然再生を含めて再評価を実施するものでござい

ます。 

  全体事業費は、自然再生を含め約３２億円、執行済み額は約２９億円、約９１％の進捗とな

ってございます。 

  続きまして２ページをご覧ください。 

  これまで整備した水辺整備の事業効果の状況でございます。 

  河川利用者は事業進捗に伴い増加し、整備前と比較しますと２倍以上に増えております。整
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備箇所では、小学校の環境学習やＮＰＯによるカヌー体験などに利用され、管理用通路を活

用したＪＲ東日本の「駅からハイキング」や地元自治体のイベントなど、観光振興にも寄与

しております。 

  続きまして３ページでございます。 

  雄物川上流の自然再生の必要性についてご説明をいたします。 

  まず、ワンドでございますが、これは河道内に生息・生育する種の多様性に大きな役割を果

たしている場所でございます。特に、雄物川のワンドにつきましては、絶滅の危険性の高い

トミヨ属やタナゴ類などの魚類、それからミクリなどの湿性植物の生息・生育・繁殖環境と

なるため、極めて重要なものでございます。 

  一方、近年底泥の堆積や河道内の樹林化などによりワンドの劣化・消失が進行しており、ワ

ンド等河川環境の保全・復元を行う必要が生じております。また、学識者からもトミヨ属に

ついては雄物川のシンボルとして何らかの対策が必要などとの意見もいただいているところ

でございます。 

  ４ページをご覧ください。 

  事業の効果としましては、底泥の除去、樹木伐採などによるワンド環境の保全・復元により

トミヨ属やタナゴ類の魚類、ミクリなどの湿性植物など多様な生物の生息・生育・繁殖場と

なる豊かな河川環境の保全・復元が期待されているところでございます。 

  ５ページをご覧ください。 

  費用便益分析の方法でございますが、環境整備事業につきましては水系全体で評価すること

から、水辺整備と自然再生を合算して整理しております。水辺整備につきましては、施設利

用の増減により事業効果を評価できることから、交通費や旅行費用から便益を計測するＴＣ

Ｍ法を利用しております。また、自然再生は河川環境の保全等を目的としており、直接金銭

的な価値に置き換えることができないことから、アンケート調査で整備に対する支払意思額

を尋ねるＣＶＭ法を用いております。自然再生の便益算出につきましては、対象範囲を４市

町としましてアンケート調査を実施し、その結果から支払意思額を世帯当たり月約１６５円、

これをもとに年当たり便益約１億６，２００万円としております。 

  ６ページをご覧ください。 

  費用対効果でございますが、全体事業のＢ／Ｃとしては７．２となっております。また、整

備が完了している水辺整備につきましては７．０、これから整備を予定している自然再生に

ついては１１．１となっております。 
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  また、全体事業と残事業に関して感度分析も実施しておりますが、いずれの場合も最低６．

５以上となってございます。 

  ７ページをご覧ください。 

  自然再生については、平成２６年度からの着手を目指しております。なお、自然再生実施に

当たっては、学識者・専門家からなる検討会を立ち上げて意見を伺いながら進めることとし

ております。また、秋田県知事からは、希少性の高い生物の保全など県を代表する河川の良

好な河川環境の再生・保全を図るものであり、事業の必要性は高く、コスト縮減に努めなが

ら効率的かつ効果的な事業の実施をお願いするとの意見をいただいております。 

  対応方針の原案でございますが、絶滅の危険性が高いトミヨ属など多様な生物の生息・生

育・繁殖環境の保全・復元のため必要性が高く、費用の投資効果も確認できることから、事

業継続としております。 

  以上で雄物川総合水系環境整備事業についての説明を終わらせていただきます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  ご説明をいただきましたが、先ほど大久保委員から審議のポイント、整備箇所が６カ所から

７カ所に、自然再生の場が１つ増えて事業費が３億円ほど増加したと、そのあたりについて

よく見てくださいということでございました。何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。

黒沢委員、ございませんか。 

○黒沢委員 この事業に関しては、特にワーキングの方でも大きな意見はなかったと思います。

水辺の整備や自然再生ですので、かなり専門的な知識が必要です。先ほどお話がありました

ように、専門家などとうまく連携しながら効率よくやっていただければと思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに何かございませんか。 

  どうぞ、浜岡委員。 

○浜岡委員 すみません、質問させてください。 

  費用便益分析をする際においてですが、トミヨ属など希少魚類を保全するということに関し

てＣＶＭ法という方法で価値を住民の方々に聞いています。その結果、費用便益分析をして

いますが、ここで住民の方々が考えてらっしゃる価値と、実際にトミヨ属などを専門に研究

されている方々が思ってらっしゃる価値が一緒であればよろしいですが、もしかしたらそれ

が違う可能性もあるのではないかと考えています。 

  具体的に言いますと、専門家の方々はかなり大きな価値を持っていて、さらに維持するとい

いますか保全することが大事と思ってらっしゃるかもしれませんが、それが数値に表れない
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ということの危険性もあるような気がしています。それで、非常に難しいことではあるので

すけど、河川を整備する時の価値を住民の方々だけではなく、専門家の方にも意見を聞いて、

どれぐらい価値があるかということを同時につけ加えられるといいのではないかと思います

が、そのあたりはいかがでしょうか。すみません、お考えを聞かせてください。 

○平山委員長 サンプルのことをお話しいただけませんでしょうか。 

○湯沢河川国道事務所長 ご意見承りまして、今後、先ほどご説明させていただきましたとおり、

専門家の方々と検討会を立ち上げながら、いろいろご指導いただきたいと思っておりますの

で、その中で、是非先生方からそういったご意見も伺いながら参考にさせていただきたいと

思います。 

○平山委員長 この数値が出てきたサンプルというのは、一般の国民と専門家も入った数値でし

ょうか。それとも専門家は意識的に除外しているのでしょうか。 

○湯沢河川国道事務所長 この地域に住んでらっしゃる方、ですから一般の方々と理解していた

だいていいと思います。 

○平山委員長 浜岡委員、いかがですか。 

○浜岡委員 今回の結果では、資料１－３の２７ページで意見を聞いていると思います。結果と

して住民の方々もワンド整備を重要視していて、整備に対する価値を高く見ているから費用

便益分析において便益が大きいという結果になったと思われますが、場合によっては、その

価値を住民の方がわからないで小さな数字が出てしまうことが考えられます。専門家は非常

に高い価値を持っているのに、住民の方が要らないということになると、それは本当に結果

としていいのかわからなくて、そのあたり、住民の方だけに聞くことは危険ではないかと、

少し感じました。そのあたり、どのように進めていくかわからなくて質問しました。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  専門家の方に聞けば、さらに大きな便益が算出されるかもしれないという可能性がある数値

だということだと思います。 

  ほかに何かございませんか。 

  皆さん大体よろしいようですが、私から１つ、こういうワンドのようなものの維持管理をど

のように今後やっていくのでしょうか。もう完全にこういうようなものは市民に預けるので

しょうか。これは、国の施設なのでそういうことが出来ないかもしれないのですが、どうい

うケアを今後していくのでしょうか。 
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○九戸委員 私も、民間の方たちがＮＰＯでトンボ池の再生をやっているのを見ていまして、た

ぶんこの自然再生も重機や何かでは、せっかくの生態系が壊れてしまうおそれもありますので、

専門家と十分に相談をした上で、どういう再生の方法があるかということの協議をした方がいい

と思いました。 

○平山委員長 何かございますか。 

○湯沢河川国道事務所長 いろいろと専門家の方のご意見もしっかり聞きながら進めたいと思い

ますが、委員長がおっしゃった件につきましては、まさしく今、河川管理については全般的

に管理者主体のみではなくて地域の方々をはじめ多様な主体の方と一緒に管理していきまし

ょうという方針になっております。自然再生に関心が高いＮＰＯの方々もおられますので、

そういった方と連携をとりながら、分担をしながら管理していきたいと思っております。 

○平山委員長 それではよろしくお願いします。 

  ほかにございませんでしょうか。 

  なければお諮りいたしますが、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）ありがとうございます。 

  それでは、北林委員もお見えになりましたので、よろしくお願いいたします。 

○北林委員 よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 それでは次に、重点事業の２件目です。 

  最上川水系直轄砂防事業について説明をお願いいたします。 

○新庄河川事務所長 それでは、最上川水系直轄砂防事業の再評価につきまして、資料２－１に

基づき説明いたします。 

  初めに、事業の目的と概要についてでございます。１ページ目をお開きください。 

  最上川水系直轄砂防事業は、山形自動車道、ＪＲ陸羽西線などの重要交通網や、最上川沿川

市街地などの洪水・土砂氾濫被害を防止・軽減することを目的に実施しております。 

  評価の対象となります整備期間は、平成２３年度から５２年度までの３０年間になっており

まして、事業費は約８１４億円になります。このうち、平成２５年度現在の残事業費は約７

２１億円で、事業の進捗率は約１１％になります。 

  ２ページ目をご覧ください。 

  過去の土砂災害について取りまとめています。 

  流域は、火山噴出物による脆い地質で構成されています。  

また、崩壊地、地すべり地が多数認められます。 

-7- 



  近年では、平成２３年５月に濁沢で大規模崩壊が発生し、濁水により浄化施設の取水に影響

が出でおります。また、古くなりますが、昭和５０年８月の真室川災害では、５名の死者、

行方不明者、それから約９０億円にも及ぶ経済損失が生じています。 

  ３ページ目をご覧ください。 

  想定されます被害について説明します。 

  １つは、１００年確率の大雨によって山地部から流出します土砂が河道に堆積し、河床を上

昇させることで酒田市、寒河江市などで洪水・土砂氾濫被害が発生します。氾濫面積は、酒

田市を含めて約１１万ヘクタールと想定されています。 

  もう１つは、流域内の土石流危険渓流について、土石流によって人家、公共施設、道路等に

被害が発生することになります。 

  ４ページ目をご覧ください。 

  中期的な目標であります３０年間の整備計画について説明します。 

  現況の土砂整備率は、現状では約４３％ですが、今後３０年間で約５６％まで引き上げる予

定にしています。これによりまして、主要市街地であります酒田市、寒河江市などや重要交

通網を洪水・土砂氾濫、さらには土石流による被害から守っていこうと考えております。 

  ５ページ目をご覧ください。 

  立谷沢川、角川、銅山川流域の具体的な施設配置計画を示しております。今後１０年間は、

特に荒廃が著しく災害実績があります渓流、濁沢、肘折地区になりますが、そちらの整備を

優先して行います。また、国道４７号、ＪＲ陸羽西線などの重要交通網の保全と集落の孤立

化対策として県道の保全を優先し、土石流対策施設を整備していきます。３０年間の整備に

ついては、立谷沢川流域で砂防堰堤を中心に３４基、角川、銅山川流域で２４基の砂防堰堤

を整備する予定としております。 

  ６ページ目には、寒河江川、鮭川流域の施設配置計画を示しております。 

  ７ページ目をご覧ください。 

  流域で警戒避難のために実施していますソフト対策ですが、土石流の発生などを監視するた

めに複数の監視カメラを設置し、渓流の監視をしております。災害の発生の恐れが高まるよ

うな状況になれば、必要に応じて情報を関係市町村などに発信しております。昨年発生しま

した肘折地区の斜面崩壊時には、監視カメラの映像を山形県、大蔵村等に提供し、住民の警

戒避難に活用していただきました。 

  また、大規模災害、土砂災害を想定した危機管理演習を行っており、この中には警察、消防、
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自衛隊などを含めた関係機関と一緒になって毎年行っているところであります。 

  ８ページ目をご覧ください。 

  貴重種などが生息しています地域で工事を行う場合には、動植物等の調査を実施し有識者等

のアドバイスをいただきながら事業に反映させております。それから、特に鳥類におきまし

ては、月山周辺は非常に自然が豊かであることから、イヌワシ、クマタカなどの希少猛禽類

調査を実施して、有識者による助言をいただいて、工事の中に反映していっております。周

辺環境に配慮した取り組みも行っておりまして、中には砂防堰堤が文化財登録を受けたとい

うような施設もございます。 

  続きまして９ページ目をご覧ください。 

  事業による被害軽減効果を取りまとめたものです。酒田市街地で人家約４００戸、国道およ

そ１１キロの延長の被害が軽減されまして、土石流危険渓流では人家約２６０戸、国道など

約５キロに渡って被害の軽減が見込まれます。これらを効果として取り込んで費用対効果分

析を実施したところです。 

  １０ページ目をご覧ください。 

  今回の費用対効果分析の便益の一覧をまとめたものです。 

  １１ページ目には、今回の費用対分析の結果を示しております。中期的な目標による整備計

画では、Ｂ／Ｃが２．８、残事業ではＢ／Ｃが２．５という結果になっております。また、

感度分析の結果では、整備全体で２．５から３．１、残事業では２．３から２．８となり、

十分に投資効果が上がるものだと考えております。 

  １２ページ目をご覧ください。 

  今後の事業の対応方針について記載しております。地方公共団体からの意見では、事業の継

続に異議はいただいておりません。また、最上川水系直轄砂防区域は、土砂災害を繰り返す

災害ポテンシャルの非常に高い地域であります。保全対象には、山形県の人口第３位の酒田

市が含まれておりまして、土砂災害が発生した場合には深刻な影響が出ることが懸念されま

す。そういったことから事業の継続が妥当であると考えております。 

  説明は以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  直轄砂防事業でございます。平成５２年まで、２２年から始まりましたので３０年間かけて

約８１４億円の事業費の事業でございますが、事業の必要性、それから整備の効果について

が審議のポイントになっております。いかがでしょうか。 
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○奥村委員 想定されている災害を防止できる規模についてお伺いしたいのですが、例えば５ペ

ージの施設配置計画の図ですけれども、中に写真がありまして、この大滑落崖などを見ると、

こういうことが起きた時に、今回計画されているような施設で止めることができるものなの

かどうかという、正直、そういう不安を感じますが、今回の計画だと、どういうレベルの大

きさのものに対応して、もしそれ以上のものが来た時にはどういうふうになると想定されて

いるのかを確認したいです。 

○新庄河川事務所長 ５ページにありますような大規模崩壊というのは、やはり地形で標高差の

大きいところ、山地の標高の高いところで発生すると考えられます。その場合には、下流の

市街地までに距離がありますので、その間に必要な対策、具体的に言えば砂防堰堤を複数設

置することによって、保全対象である市街地に到達するまでに相当数がカットというか調節

されると思います。 

  滑落といいましても、大きなものが全て１００％河川に流出するというものではなくて、そ

の大半が斜面に残り、１０％あるいは２０％、それでもすごく大きな量になるのですが、そ

れが下流に流れ出ると。それを砂防堰堤で止める、あるいは調節するというシステムになり

ます。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○奥村委員 それでは、もう１つ。例えば大きく雨が降った時以外も徐々に崩れることもあるか

もしれませんが、この地図を見ると、黒の点を打ってあるところは砂防堰堤など既に施設が

出来ているわけですね。ということは、今は事業中ですけれども、既にある程度は、そこの

ところの上流で崩れたものを止めて、その効果を発揮しはじめているという理解でよろしい

ですか。 

○新庄河川事務所長 既設のものたくさんありますけれども、これらはほぼ満砂状態、土砂が現

況の河床勾配よりも若干緩いような形で止まっておりまして、それによる水流によって沢が

深掘れして、土砂がさらに生産されるようなところを、土砂が出ないように止めているとい

う意味で効果を発揮しております。 

○奥村委員 既に貯まってきて、満砂に近いところもあるというお話ですが、新たに施設を追加

でつくることのほかに、満砂になっている状態のものを、もう一度掘り起こしてまた貯めら

れるようにするという考え方もひょっとしたらあるのではと思いますけれども、そちらのほ

うは、現実的ではないのでしょうか。例えば、満砂になっている状態で置いておいたほうが

何かいいことがある、かえって一度貯まったものを、土砂をどけようとすると技術的に難し
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いとか、そういうことがあるのでしょうか。 

○新庄河川事務所長 今回審査になっています最上川水系の砂防ということで、これは水系砂防

ということで、具体的にいえば最下流にある酒田市を守るということであります。そのため

には土砂の生産を抑えるということで、先ほどの説明と重複しますが、土砂を貯めたことに

よって崩れにくくしているということで効果があります。だから、そういう意味では除石を

する必要はありません。というのが原則です。ただ、水系だけではなくて、保全対象が沢の

出口すぐにあるような箇所での土石流対策については、土石流を１００％補足しないと、少

しでもこぼれると人家が壊れるということになりますので、例外的に除石を行っているとい

う場合があります。 

○奥村委員 わかりました。 

○平山委員長 よろしいですか。ほかに。どうぞ。何かありませんか。大久保委員、ありません

か。いいですか。浜岡委員、北林委員、何かございませんか。 

○北林委員 よろしいでしょうか。 

○平山委員長 北林委員。 

○北林委員 ９ページの土石流危険渓流では、人家等約２６０戸、国道約５キロについて土石流

による被害を軽減すると書いてあります。人家を保全するということが、目的、効果に入っ

ていますが、３０年という長い間には、人口の減少及び移動などがあり、この変化を踏まえ

ないといけないのではないかと思います。 

  国立人口問題研究所の発表ですと、秋田県は、あと２７年後に人口が３０％減る、今の７割

になるそうで、それがもっと早くなる見通しもあるとも言われています。こういう危険なと

ころからは、酒田のほうに移動する人もいるかもしれませんが、秋田の例を見ておりますと、

住んでいたお年寄りが亡くなると、もうそのまま自然減するところが多くて、移動を希望す

る人は既に移動しているのではないかと思います。そういう状況の中で、３０年という長い

間の人口減少をどの程度折り込んでいらっしゃるのかお聞きしたいと思います。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○新庄河川事務所長 一般論では人口が長期的に減少していくというのは理解しておりますが、

個々１つ１つの集落について、集落がどういうふうに変遷していくのかというところまでは

把握しておりません。ただし、公共事業ですので、先ほどの９ページの写真にありましたよ

うに、受益を受ける方々が限定されます。そういったところで、そういう意味で集落が非常

に小さいところは公共事業の対象となりませんし、さらにある程度の固まりがあったとして
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も、優先度として当然大きい集落のところから整備していくこととしています。 

  それからもう１つは、正面からお答えできるのは多分それくらいだと思いますし、あとここ

でこうやって事業評価監視委員会を３年に１回やるというのは、まさに社会の変遷ですとか

そういう急激な変化に対応するために貴重なご意見をいただいていると理解しております。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  この計算には人口予測は含めてないわけですね。現状の姿で計算はしていると。３年に１回

やることによって、事業の有効性というものを順次判断していくという進め方かと思います。 

  北林委員、いかがでしょうか。 

○北林委員 そのために３年に１回見直すのだとは思うのですが、３年後、６年後、９年後ぐら

いに、必要なかったということになりますと、それまでにかけたお金が無駄になります。人

口問題研究所の存在もあるわけですから、ある程度の予測を持って、それも折り込んでやっ

ていった方がよろしいと私は思っています。 

○平山委員長 そのとおりではないかと思います。やはり、中山間地の人口動態は全体的に減っ

ているということでございますので、今後の、この便益の計算の仕方の場合に、そういうも

のも考慮して進めるように、今回のこの委員会の附帯意見として加えさせていただきたいと

思います。 

○大久保委員 ちょっとよろしいですか、その点で。 

  私はちょっと、予測どおりするということについては多少異論がある。つまり、そういう結

果が出たら、そうさせないために何かをするというのもやはり施策の１つではないかと思い

ます。例えば農業関係でいうと中山間の農業に対していかに、カンフル剤かもしれないです

けれども、少しでも放棄されないようにいろいろな施策を、これは国交省ではなくて農水省

のほうになると思いますけれども、そういう対策をとっているので、今のトレンドをそのま

ま伸ばしたような予測結果は、即そのまま使えるとも思えないという、若干私はそういう感

じを持っています。 

○平山委員長 北林委員、何かご意見、反論ございますか。 

○北林委員 それももっともな話だと思います。一方で、秋田県の中山間地の現状を見ています

と、現実的にはそれが非常に難しいことであると思いますし、この３５年間で人口が半分に

なった村もあります。これからの対策いかんによるということについては、もちろんそうい

う希望も持ちたいし、やっていく必要もありますが、片方でそれをやりながら、もう片方で

は現実的なものを睨むという姿勢も必要だと思います。 
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○平山委員長 ありがとうございます。工藤部長、どうぞ。 

○河川部長 人口を予測していろいろやっていくというのも、なかなか難しいというのも現実的

なところがございまして、ただ、先生がおっしゃいますように、明らかに無駄になるような

ものの整備というのは、当然やってはいけないことでございます。事業実施に当たりまして

は、そういった意味のリサーチは十分やっていくということとしています。 

  また、計画につきましても、先ほど事務所長も申し上げましたけれども、３年ごとに事業評

価をいただく訳でございますけれども、そうしたことも踏まえまして、状況の変化に的確に

対応しますように、弾力的に見直していくということにしていきたいと思っております。 

○北林委員 わかりました。 

○奥村委員 人口の予測は多分難しいところですけれども、結局、この計算上どこに効いてくる

かというと、試算のところだと思いますが、感度分析されていまして、人口がマイナス１

０％振れてもＢ／Ｃは０．３しか変わらないのだから、言い方が大変申しわけないですけれ

ども、例えば人口がマイナス３０％になっても、０．３×３減るだけで１．９ぐらいの範囲に

おさまるのではないかと思います。なぜそうなるかというと、便益の中で公共土木の部分が

大きいからです。だから、結局、例えばここの河川流域にある道路などを含めて国土の使い

方を大きく変えるということまで腹をくくれば別のやり方というのもあるかもしれないけれ

ども、道路などはそのままで人口が減るということだけでは、この事業は要らないねという

ことには多分ならないだろうと思います。そのあたりのチェックというのは、この感度分析、

という考え方の中に含まれていると考えてよろしいのではと思いますので、事業の必要性の

結論には影響しないのかと思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  様々な立場からご意見をいただきましたけれども、人口の予測方法についてご意見があった

と、そこまでにしておいてよろしいでしょうか。北林委員、よろしいでしょうか。 

○北林委員 結構です。 

○黒沢委員 北林委員が結構ですと言われた後でなんですが、ただ、北林委員がおっしゃったの

は、この事業全体をどうするというわけではなくて、事業の中の一部の部分について、よく

集落などの動向を見極めながら、その一部の部分について見直すべきあったら見直しながら

やっていきましょうということだと思います。ですから、そういった考えというのは、多分

妥当だと思います。この事業のような砂防堰堤というのは非常に自然へのインパクトが強い

ですし、一度造ってしまうと元に戻すというのが非常に難しいものです。事業全体としては
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私も継続でいいとは思いますけれども、１つ１つの砂防堰堤の必要性や設計については、や

はり造る時によく考える必要があるのではないかと思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。皆さん大体同じようなことをお考えになっております

し、工藤部長からもそういう、行政側のお考えもいただきましたので、やはりいろいろ議論

をしたというしるしだけは議事録に残しておいていただきたいと思います。 

○大久保委員 もう１つちょっとよろしいですか。 

  砂防事業って、私も詳しいことはわかりませんけれども、地先砂防といって集落を守る、す

ぐ出口の集落を土石流から守るという、そういう砂防と、それからいわゆる水系砂防という、

下流部の河床上昇を抑えるという意味の砂防事業があるということでして、そういう両方を

兼ね備えた効果を有しているということと、それからもう１つ、先ほど満砂の話が出ました

けれども、満砂になっても砂防施設は土砂の調節能力を持つわけですね。その辺が、満砂に

なったから役に立たないということではなくて、満砂になっても土砂の調節能力は持つので

す。出水時に河床に土砂がたまったものが、それが徐々に後で出ていくという、そういう効

果も持ちますので、何かの機会にそういう説明をしていただけると、私はありがたいなと思

います。 

○平山委員長 本当に砂防事業は難しいですね。いつ終わるのかわからないという問題もありま

す。今日は大分この議論を含めて勉強させてもらいましたので、皆さん、事業の継続につい

てはご異論がないところだと思いますけれども、今日、いろいろな意見が出たことを記して

いただきまして、また機会があればそういう事業の中身のご説明をいただくことも、あるい

は現場見学か何かでもよろしいですし、お願いをしたいと思います。 

  それでは、まとめとして一応お諮りしますが、この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、次に要点事業の審議を行います。 

  月山地区直轄地すべり対策事業でございます。新庄河川事務所お願いします。 

○新庄河川事務所長 月山地区直轄地すべり対策事業の再評価につきまして、今度は資料３－１

に基づき説明いたします。 

  初めに、事業の目的と概要ですが、１ページ目をご覧ください。 

  月山地区直轄地すべり対策事業は、集落と温泉などの観光施設、そして重要交通網などを保

全することを目的に実施しております。整備期間は平成２１年度から３５年度になります。

全体事業費は約２４６億円です。現在の進捗率は約１９％になります。 

-14- 



  次に２ページ目をお開きください。 

  これまでの地すべり災害の写真を取りまとめております。 

  ３ページ目になりますが、月山地区で想定される被害について説明いたします。 

  地すべりの活動によりまして、人家への被害が発生するだけではなくて、国道１１２号など

が分断される恐れがあります。また、寒河江ダム、月山ダム上流において天然ダムが形成さ

れて、この天然ダムの流出によりダムの治水・利水機能に影響が生じます。そのため、治

水・利水機能を回復するための土砂撤去が必要となります。 

  次に４ページ目には地すべり対策工の数量、５ページ目には月山地区地すべりの便益の内容、

続きまして６ページ目には今回の費用対効果をまとめております。 

  ７ページ目をご覧ください。今回の費用対効果分析の結果になります。 

  月山地区直轄地すべり対策事業のＢ／Ｃは１．９となりました。感度分析の結果も１．７か

ら２．１となりまして、十分な投資効果が認められます。 

  ８ページ目をご覧ください。今後の事業の方針などについて記載しております。 

  地方公共団体からの意見では、事業の継続には異議はありません。月山地区は、過去から幾

度となく地すべりによる被害が発生しており、現在も移動を続けている状況です。今後も事

業を継続することが妥当と考えております。今後も調査を進め、計画施設を精査し、より効

果的な事業内容にブラッシュアップしていくことにしております。 

  以上でございます。 

○平山委員長 月山地区の地すべり対策事業でございます。 

  対策といっても、ほとんど井戸を掘って水を抜く工事が大部分だと思いますけれども、そう

いう事業でございます。何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

○大久保委員 井戸で抜いた水は、ただ捨てるだけなのですか。その辺をお伺いしたいです。 

○新庄河川事務所長 今でもよくやっているのは、地下水は冬場でも水温の変化が少ないもので

すから、寒い冬であれば、こちらであれば雪を解かすような水に利用したり、生活環境の水

に利用しております。また、事例は少ないのかもしれませんけれども、流量が多いところで

あれば小水力発電ですとか、そういったものに使う事例も幾つかはあるのだと思います。 

○大久保委員 それは、この事業の中でやれることですか。 

○新庄河川事務所長 やれます。 

○平山委員長 よろしいですか。ほかに何かございませんでしょうか。 

  秋田のほう、何かございませんか。よろしいですか。 
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  それではないようでございますので、お諮りをいたしたいと思いますが、この事業につきま

して原案どおり継続という対応方針でまいりたいと思います。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、いわゆる審議の重点化、効率化のことでございますが、河川関係事業の、今日は

再評価でございましたが、先ほど大久保委員のワーキンググループのほうからの重点化につ

いての検討結果の報告をいただきましたけれども、河川関係事業といっても本日、地すべり

事業、砂防事業の審議がありました。これにあとは海岸事業のみになる予定でございます。

流域の有識者の委員会ができると、その他のものは全部本委員会には報告事項になってしま

いますので、審議が地すべり、砂防、海岸事業、３つになりまして、年間数件ぐらいしかな

いので、新しく改めて審議の方法を変える、重点化は行わないということがワーキンググル

ープの皆様のご意見でございますが、これにつきまして、皆様何かご意見ございませんでし

ょうか。 

  なければ、その方針でやり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。 

  では、ないようでございますので、河川関係の事業につきましては新しい重点化は実施しな

いで、今後も従来どおり重点、要点に仕分けして審議を行うということで実施していくこと

といたします。 

  続きまして港湾事業の再評価５件の審議を行います。 

  事業選定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、選定委員の奥村委員から説明をお願いいたします。 

○奥村委員 ご報告申し上げます。 

  港湾事業に関する審議事業選定ワーキンググループを１０月３０日に開催いたしまして、間

庭委員、平山委員長と私の３名により検討を行いましたので、選定結果及び港湾事業におけ

る審議の重点化についてご報告いたします。 

  まず、選定結果ですが、今回は港湾事業の再評価５事業が対象となっておりましたが、検討

の結果、重点審議事業として「仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル整備事業」

と「仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業」、この２事業を選定いた

しました。 

  その理由ですが、中野地区及び石巻港区の国際物流ターミナル整備事業は、整備内容の変更

に伴って増額となっております事業です。また、この２つの整備事業は、最近仙台塩釜港と
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石巻港及び松島港という、もと別の港湾として計画管理されていた３つの港を一体化して計

画を進めるという枠組みになって初めての評価となるため、この中に含まれる２つの港区を

重点審議していただくということにいたしました。 

  審議ポイントは、仙台港区と石巻港区の機能位置づけに変化がありますので、そういうもの

を踏まえて前回評価からの変更点、特に事業費の増、整備内容の変更について審議いただけ

ればと思います。 

  次に、港湾事業における審議の重点化ですが、港湾ワーキングにおいてどのような資料で重

点化審議を進めるのがよいのか議論いたしましたが、その結果、「重点・要点審議事業選別

一覧表」という全体でどれを選別するかということがわかる表に加えて、事業概要、必要性

及び前回との変更点、これを記載した３枚程度の概要版の説明資料で説明をいただければい

いのではないかということで、来年度から審議の重点化、簡素化を図っていくことについて、

ワーキンググループの委員の了承を得ております。 

  今回は、従前の資料のつくり方でということになりますので、従前どおりの資料に基づいて

審議をいただくということになります。よろしくお願いします。 

○平山委員長 どうもありがとうございました。 

  再評価５件のうち２件を重点事業、３件を要点事業ということでございます。重点事業から

審議に入りたいと思いますけれども、通常、重点事業は個別説明、個別審議を原則としてい

るわけでございますけれども、今回、奥村委員からご説明がありましたように、仙台塩釜、

石巻、それと松島、３港が今度一体化し、１つの港湾になってしまいましたので、２つの事

業の説明を一緒にしていただきまして、その後、あわせてご意見、審議をさせていただきた

いと思います。 

  まず、仙台塩釜港仙台港区中野地区の国際物流ターミナル整備事業、それから仙台塩釜港石

巻港区雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業、これあわせてご説明をお願いします。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 塩釜港湾・空港整備事務所長の高田でございます。 

  では、説明させていただきます。 

  お手元の資料４－１をご覧ください。 

  １ページ目をお開きください。 

  本事業は、外貿貨物増加に対応した国際物流ターミナル整備事業でございます。対象施設は、

表の中間にございますように岸壁、航路・泊地、埠頭用地及び付帯施設ということで、右下

の写真に赤く表示してある箇所でございます。 
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  平成２３年度から事業化され、全体事業費１３４．５億円、現時点で全体進捗率４２．８％

となってございます。 

  ２ページ目の、港湾計画の図面をご覧下さい。中央部のオレンジ色のところ、岸壁、埠頭用

地が現在整備中、青色のところ、航路、右のほうの付帯施設がこれから整備をするものでご

ざいます。 

  ３ページ目、ご覧ください。 

  先ほど、お話がありましたように、東日本大震災からの復興を契機としまして３港の統合が

なされました。写真の中段をご覧ください。仙台塩釜港、石巻港、松島港、この３港の一体

化でございます。 

  下の黄色の枠に示すとおり、現在は国際拠点港湾仙台塩釜港として、それぞれの港区、特徴

がございます。その特徴を生かした役割分担をして、例えば仙台港区でございますと、コン

テナ貨物を中心とした総合物流拠点という位置づけになってございます。 

  ４ページ目ご覧ください。 

  飼料（穀物）関係の供給体制でございます。地図にございますように港が入り口となって背

後圏を持った供給体制をつくってございます。仙台塩釜港から入ったものが、地図中央の紫

色の丸で囲んだ箇所、宮城県、山形県を中心とした背後圏に供給されるという体制になって

ございます。 

  ５ページ目をご覧ください。 

  仙台港区の現状の埠頭の状態の写真でございます。写真を見ていただきますとおわかりいた

だけるように、例えば完成自動車取り扱いが非常に多くなってございます。この自動車を取

り扱っているすぐ隣でバラ貨物、穀物ですとか製材、といったものを取り扱っているという

状況にございます。そのため、いろいろと錯綜したり、粉塵等いろいろなものが飛んでしま

ったりということで、コストあるいはリスクが高くなっているという状況がございます。 

  ６ページ目をご覧ください。 

  穀物輸送船の大型化についてでございます。棒グラフがございますように、全体隻数も増え

ておりますが、その中で特に大型の船舶、赤い枠で囲っておりますように顕著に増えてござ

います。その中でも、特に帯グラフの緑色の部分でございますが、パナマックスといわれて

いる６万トン～８万トンの水深１４メートル必要な船、この船の増加が著しくなってござい

ます。穀物は、主にこういった船を利用して輸送されているという実態がございます。 

  ７ページ目ご覧ください。 
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  このように、船が大型化してくるのに伴いまして、世界的に見ますと穀物を出すほうの港、

入れるほうの港で、このような深い水深の岸壁の整備が進んでいるという状況が世界的に見

れば起こってございます。 

  ８ページ目ご覧ください。 

  船舶の大型化に対して、岸壁の整備が遅れますと、どのような事態が生じるかということで

ございます。ポンチ絵にございますように、積載量一杯に積めずに、空きスペースをつくっ

た状態で喫水を浅くして入ってくる。あるいは沖待ちをして潮が満ちてくるのを待って、入

れる水深になったら入ってくると、このような不都合が生じてまいります。結果として、輸

送コストの増大というのを招いている実態がございます。 

  ９ページ目ご覧ください。 

  前回との比較でございます。Ｂ／Ｃの計算結果、前回は２．３でございましたけれども、今

回、新たな付帯施設の整備あるいは構造の見直しということで事業費が変わりまして、Ｂ／

Ｃの結果１．２、残事業で２．２という結果になってございます。 

  変更の内容についてのご説明は１０ページ目でいたしたいと思います。 

  まず１つ目、付帯施設の整備でございます。 

  写真中央の青色の部分をご覧いただきたいんですが、中野埠頭でございます。ここに船溜ま

りがございました。タグボートとか給水作業船が停まっていたわけですけれども、ここを整

備するに当たりまして、そのような船が写真手前の黄色いところに暫定的に移動するという

ことになってございましたが、黄色のところの周りにピンク色の「埠頭拡張のため埋め立

て」というのがございます。このような計画が新たに出てきました。 

  また、東日本大震災の際、津波が来て船が沖に逃げるという時に、非常に時間がかかったと

いうこと、あるいは現時点でも、仙台港区で波が高い時に、これらの船が隣の塩釜港区まで

行っているというような状態でございます。 

  このようなことから、港の出口に近いところということで、緑色、写真上のほうの緑色のと

ころでございますけれども、ここに新しく船溜まりを整備するというものでございます。 

  １１ページ目をご覧ください。 

  変更点の２つ目でございます。構造の見直しがございました。計画時点では、そこに構造断

面図がございますけれども、断面図左にございますような矢板式構造というものを想定して

ございましたが、実際に整備をするということで、工事をするところの土質調査をしました

ところ、軟弱地盤が相当程度広がっているということがわかりました。これによって、構造
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の変更を余儀なくされております。右のほうにありますような桟橋式構造というものに変更

することによって、事業費が増加をしてございます。 

  １２ページ、１３ページにはＢ／Ｃの計算の詳細を載せてございます。 

  １４ページの結果でございますけれども、投資効果が認められますし、地元あるいは港湾業

者の方々から非常に強い要望が出ている事業でございますので、事業継続ということで考え

ていきたいと考えてございます。 

  続きまして、石巻のほうのご説明を続けてしたいと思います。 

  資料５－１をご覧ください。 

  １ページ目をお開きください。 

  本事業は、船舶の大型化に対応した物流基盤の整備をする内容の国際物流ターミナル整備事

業でございます。 

  対象施設、欄のところにございます雲雀野地区、釜地区、２つの地区それぞれで岸壁、防波

堤、航路等整備するもので、これの右のほうに写真で色づけをした箇所になってございます。 

  全体事業費１，４９６億円でございますが、現時点で進捗率８５．１％となってございます。 

  ２ページ目に港湾の図面を載せてございます。今申し上げました対象施設、色づけをしたと

ころでございます。 

  ３ページ目、ご覧ください。 

  ３ページ目の下段のほうに３枚同じような写真が並んでございます。一番左側が平成３年当

時の写真でございますけれども、写真の奥のほうに小さく釜地区と書いてございますが、こ

この部分が主に利用していた岸壁でございます。岸壁不足あるいは水深不足ということで滞

船が生じている状況がございました。現在では、手前の雲雀野地区というところに防波堤あ

るいは岸壁の整備が進んでございまして、静穏時にはこちらのほうに大型船が着くというこ

とが可能になってございます。ですが、まだ釜地区のほうで混雑が続いている状況でござい

ます。将来的には、写真右のほうにありますように、防波堤を延伸して、このところで大型

船が利用できるようになるというものでございます。 

  ４ページ目をご覧ください。 

  現在、雲雀野地区の整備が進んでございますけれども、また下のほうに同じ写真がございま

す。真ん中のところでございますけれども、現状、防波堤の延長がまだ足りないため、この

港内の静穏度が不十分でございます。よって、港内での静穏の確保あるいは岸壁の前面での

静穏の確保が十分できない状態がございます。将来的には、防波堤を延伸して静穏度を確保
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して、荷役作業あるいは荒天時の安全な避難ができるようにするものでございます。 

  ５ページ目をご覧ください。 

  費用対効果分析の前回との比較でございます。事業全体でＢ／Ｃ１．２から１．２と変わら

ないんでございますけれども、残事業のほうでは１１．４から４．７と変化をしてございま

す。 

  相違点は、費用便益双方に変化点がございます。それぞれについて次ページ以降ご説明した

いと思います。 

  まず費用の変化でございます。 

  ６ページをご覧ください。 

  写真がございますように、写真の右下のほうから波が入ってくるポンチ絵があるんですけれ

ども、この青い太い矢印の波のように、波が港の中に入ってきてございます。防波堤で反射

をして、赤いぎざぎざの線がありますけれども、この岸壁前面に波が当たってくるというこ

とになりますが、整備をした時に、この岸壁は、そこに赤い四角で囲ってスリット部（遊水

部）とございます。この波を消し去るような、そういう効果がある構造物でつくっておりま

した。しかし、震災によって全体に沈んでしまったために、水没してしまいまして効果がな

くなってしまったという状況にございます。それによって、入ってくる波の緑色の波線のと

ころ、防波堤のところに反射波の対策工を設置するというものが１つでございます。 

  もう１つ、②のほうですが、写真奥のほうに、釜地区にございますけれども、これは船舶の

大型化に対応して岸壁の水深を深くするというものでございます。 

  この２点が費用の変化でございます。 

  ７ページをご覧ください。 

  便益の変更でございます。 

  ３港一体化に伴って貨物量を見直したり、役割分担をしたことによって、表中のコンテナと

いうところ、備考のところが変化をしたところでございますが、コンテナは例えば仙台港に

集約するということで、石巻港では扱わなくなりました。そういった変化がございます。 

  また、備考の上のほうに震災を踏まえた製紙生産計画の見直しがございます。製紙会社の生

産計画が減になったということで、ここも減でございます。また、穀物の岸壁の増深による

便益を計上、こういった変化がございます。 

  ８ページ目ご覧ください。 

  もう１つの便益の変更点でございます。 
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  海難事故損失回避額というものが変更になります。国土交通省本省の港湾局において、港湾

投資のガイドラインというものをつくってございます。費用便益分析をする時の、人命・負

傷損失額あるいは営業損失額、船舶損失額、こういったものの原単位が変わってございます。

これを新しく用いて計算をし直したというところが変更点でございます。 

  ９ページ目、１０ページ目、費用対効果分析の詳しいデータを載せてございます。 

  １１ページ目、全体の結果でございますけれども、当事業、投資効果が認められますし、ま

た、地元あるいは港湾利用者からの要望も強い事業でございます。また、事業も進捗してご

ざいますので、事業継続を原案として考えてございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  ２事業を一緒に説明していただきましたけれども、３つの港が一体化しているわけですが、

各港の機能を踏まえて、いろいろ変更があったわけでございまして、まず、仙台港区のほう

では岸壁、泊地、航路、埠頭用地等に加えて、タグボートのようなものを停めておく付帯施

設が新たに加わり、場所を変えたということがございまして、全体事業費が６６億円ほど増

加しております。 

  石巻港区のほうでは、岸壁、航路、泊地、防波堤、埠頭用地、臨港道路その他新たな機能を

満足させるために新たな整備項目が加わって１１０億円ほど増額になっているという中身で

ございます。 

  非常に複雑でございますので、まず仙台港区のほうから何かご質問がありましたらお願いを

したいと思います。審議のポイントは、今回変更したものについてご理解をいただくという

ことでございますが、どこが変更になったかご理解いただけましたでしょうか。どうぞ。 

○浜岡委員 すみません。よろしいでしょうか。 

  今回の変化で、さまざまな費用がかかるというのは説明を聞きましてよくわかりました。そ

の結果、便益も変化することになったかと思いますが、資料の中に、前回と比べて便益がど

れぐらい変化したかというところのものがありません。石巻港区については、しっかりご説

明されているスライドがありましたが、こちらにはなかったのですが、そのあたりはどれぐ

らい変化したのでしょうか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 仙台港区については、便益で特に変化する点はございませんで

した。 

○平山委員長 仙台港区のほうは変化なしということですか。ですから、１１ページ、便益の一
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覧表はどこでしょうか。 

○奥村委員 資料４－２の６ページ。 

○平山委員長 ４－２の６ページの下のほうでしょうか。 

○奥村委員 下のほうですね。 

○浜岡委員 すみません、資料の１０ページ、１１ページで、前回の評価と主な相違点というの

が説明されていまして、これは何のために変更するかというと、何かしらのメリットがある

から変更しているわけだと思います。その部分の便益は含められないのでしょうか。 

○平山委員長 例えば、資料４－１の９ページの①という、緑で囲った付帯施設、栄船溜まりと

いうのでしょうか、このあたりがございますね。前はここではなかったですよね。それがど

ういう理由でここになったのかということも、１つお聞きされていることではないかと思い

ますが、ご説明をいただけますでしょうか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 付帯施設が今回新たに加わったわけなんですけれども、ちょっ

と先ほど１０ページのところで非常に走りながら説明してしまったんですが、もともと今回

整備をする岸壁と埠頭用地の中野埠頭というところに船だまりがございました。そこの船が、

ここの岸壁と埠頭用地を整備するということで、どこかに行かなければいけないということ

だったんですけれども、写真手前の黄色い線がありますが、ここの岸壁を利用して、船溜ま

りにあったタグボート、油輸送船、給水作業船、こういったものが引っ越してくるという計

画だったわけです。 

  ところが、その後、平成２５年６月の港湾計画改訂によって、ここのフェリー埠頭、先ほど

ご覧いただいたように自動車とか非常に貨物が増えていて、ここも埠頭用地として埋め立て

るという計画が新しく出てきましたので、ここにもう船が置けなくなってしまうという状況

が出てきました。 

  また、今回の震災の時に、特にこういった作業船が沖に出ていく時に非常に時間がかかって

危ないと。ぎりぎりだというようなこと、あるいは現在でも港内が多少波が高くなると、や

はり波を完全に防げませんので、塩釜のほうまで行かなくちゃいけないと。そんな状況がご

ざいます。そういった利用者の方々、船関係の方々から、なるべく港口に近いところにこう

いった作業船船溜まりを整備してくれという要請が強くあったところでございます。 

  もともとここに港湾計画上あったんでございますけれども、今回、こういったタイミングで

新しくここにそれらが入ることから、整備に着手しようというふうに至った次第でございま

す。 
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○平山委員長 作業船が湾の一番奥にいるのは、震災なんかの時は非常にまずいということで違

った場所に移したというのはわかるのですが、その場所を、何か別の用地に変えたわけです

ね、今回は。それに対する便益は生まれなかったのかというのが浜岡委員のご質問ではない

かと思います。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長  今回は、この船溜まりの計画、新しくなっているところだけ

を加味しておりまして、フェリー埠頭を埋め立てる新しい計画のところはまだ事業に載って

ないものですから、計算上、入れておりません。 

○平山委員長 浜岡委員、いかがでしょうか。 

○浜岡委員 難しいのかもしれないですが、何か計測が入ってないと、事業を進めていくという

ことへの説明が難しくならないでしょうか。進めるというよりも、変更するということの意

味づけが難しくならないでしょうか。 

○平山委員長 数値的に出てなくても、ここをどういうふうに使いたいとか、どういうメリット

が出てくるかということをお話しいただけませんでしょうか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 新しく沖のほうにつくるメリットということですか。 

○平山委員長 使わなくなったことによる、中のほう、湾の奥のほうが使わなくなるわけですよ

ね。（「はい」の声あり）そのメリットのことです。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 こちらのほうは作業船が暫定的に使わせていただくような形を

考えていたものですから、ここをまた新しく何かに活用するというようなことは、現時点で

はないのです。将来的に、埋め立てが事業化になれば、またそこのメリットが出てくるかと

思いますので、その時点でまた事業に着手する際の計算にのってくるお話であると考えてご

ざいます。 

○平山委員長 使わなくなったままで、今、そこにはメリットを生み出すようなものはないとい

うことでしょうか。 

○港湾空港部長 すみません、よろしいでしょうか。港湾空港部長でございます。 

  補足させていただきます。 

  まず、このフェリー埠頭のところの埋め立てでございますけれども、この埋め立ての目的は、

仙台港区で完成自動車の取り扱いが非常に多くて、カープールが非常に逼迫している状況に

あるということから、少しでも用地が欲しいということで埋め立て計画になったものでござ

います。 

  したがいまして、この部分の便益は出るんでございますけれども、先ほど所長から説明があ
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ったように、事業化されていないので、ここの部分の便益は計測はしておりませんというこ

とになってございます。港の奥については、そういうことでございます。 

  それから、計測できない便益ということで説明の中にはございましたけれども、新たに船溜

まりを港の先に配置するということについて、一定程度の港の使い勝手のよさですとか、安

全性の向上、こういった効果が定性的に見込まれるものと考えております。しかしながら、

マニュアル上、こういったものを定量化するようになっておりませんので、今回の試算では

算定していないという事情をちょっと補足させていただきます。 

○平山委員長 浜岡委員、いかがでしょうか。 

○浜岡委員 よくわかりました。ありがとうございます。 

○平山委員長 北林委員もわかりましたでしょうか。 

○北林委員 はい。 

○平山委員長 九戸委員。 

○九戸委員 資料４－１の３港一体化で、これからより港区ごとに特化した、取り扱いの商品を

特化した整備をしていくとなると、最終的に評価は３港一体として評価していくのか。それ

とも港区ごとの便益をきちんと出していくのか。というのは、例えば仙台港区は完成自動車

ですから、きれいなものが集まるわけで、その他の石巻とか塩釜は、特に例えば鉄鋼くずで

すとか砂利ですとか、そういうバラバラ散るものが集まるところとでは、必然的に扱う価格

帯も違うでしょうし、入ってくる船も違ってくるような気がするのですが、どういうふうに

全体の姿を見せていくのでしょうか。３港一体といった時に、場所が違っているのに何を一

体化していくのかというのを、もうちょっと説明をしていただければと思います。 

○平山委員長 いかがですか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 ３港一体化の取り組みなんですけれども、今、委員の先生にお

っしゃっていただいたように、３ページにもございますように、それぞれの港区ごとに特徴

分けをして役割分担をして一緒にやっていこうということでございます。 

  今までは、仙台塩釜港は仙台塩釜港、石巻港は石巻港でライバル関係にあって、例えばそれ

ぞれがポートセールスをしていたわけですけれども、今度は１つの港として相手さんと交渉

をして荷物を引っ張ってくる。じゃあそれをどこで分担するのが最適かというのを、宮城県

全体の中で考えて役割を持って分担していくということになります。 

  ですから、例えばポートセールスをする時も仙台塩釜港、石巻港それぞれが２者別々に行っ

て自分たちの売り込みをするのではなくて、全体として売り込んでいって交渉がうまくいっ
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たところとうまく役割分担していくと、そんな将来像に向かって加速していくというのがポ

イントでございます。 

○平山委員長 港湾管理者は組合方式なのですか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 仙台塩釜港の場合は、港湾管理者は宮城県になります。 

○平山委員長 宮城県。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 今、先生ご指摘があったように、港湾管理者としては宮城県で

前と変わってないんですけれども、それぞれ地元の自治体と非常に結びつきが強いものです

から、例えば、石巻港でしたら石巻市ですとか東松島市、仙台港だったら仙台市とか多賀城

市ですね。そういったところの立地企業ですとか、地元の自治体、そういったところとの関

係も非常に深いものですから、先ほどの繰り返しになりますが、無駄なライバル関係、競争

じゃなくて、一緒にやっていきましょうという体制が整ったというところでございます。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。石巻港区のほうの計画、事業につきましても、何か

ご質問があればいただきたいと思います。 

  雲雀野地区と釜地区という２つの場所がございますが、対象の場所、このお互いの関係とい

うのは、どういうことなのでしょうか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 もともとは釜地区でいろいろ扱っていたんですけれども、３ペ

ージ、４ページでちょっとご説明しましたように、手狭で用地も岸壁も足りないということ

で、手前の雲雀野地区のところに港湾を展開してきたところでございます。 

  現在では、雲雀野地区で大型船が入ってくる岸壁が整備されてきてございますので、大型船

はこちらにシフトして、大型の貨物はこちらで取り扱うという状況になってございます。ま

だちょっと、防波堤とかの整備が途中ですので、先ほど申し上げた静穏度等の問題がござい

ますので、そういった事業を継続していって、完成したあかつきには、こちらのほうで大型

船が出入りできるということで、きちんとした役割分担等ができるという状況になっている

という状況でございます。 

○平山委員長 釜地区も残るわけですね、機能としてはね。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 残ります。やはりそこの岸壁の背後に、それぞれ企業が張りつ

いていて、その岸壁を使うユーザーさんがおりますので、引き続き使う状態になってござい

ます。 

○平山委員長 いかがでしょうか。何かございませんか。北林委員、ございませんか。 

○北林委員 結構です。 
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○平山委員長 ご意見なければ、お諮りをしたいと思いますが、仙台塩釜港仙台港区中野地区国

際物流ターミナル整備事業と仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業、

この２件につきましてご審議をいただきましたけれども、あわせましてお諮りをしたいと思

います。原案どおり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、対応方針はそのようにさせていただきます。 

  次に、港湾事業の要点事業がございますので、要点事業につきましては一括説明個別審議で

いきたいと思います。３件につきましてご説明をお願いいたします。 

○釜石港湾事務所長 釜石港湾事務所の古土井と申します。よろしくお願いいたします。 

  まず、私のほうから宮古港と久慈港の案件について説明をさせていただいて、その後、秋田

港湾事務所のほうから秋田港の案件について説明したいと思います。 

  まず、宮古港竜神崎地区防波堤整備事業の再評価について説明いたします。 

  資料６－１の１ページ、２ページをご覧ください。 

  今回の対象施設は、２ページの事業概要に示す竜神崎防波堤のほか白抜きになっている施設

でございます。本事業は、出崎地区船溜まりの静穏度を確保し観光交流拠点を整備する目的

で昭和６３年度より事業化されており、全体事業費は約２４０億円、現在の進捗率は７７％

となっています。なお、前回再評価は平成２２年度に行っているところです。 

  次に、事業の必要性に関する視点ですが、３ページの右側の平面図をご覧ください。 

  （１）に示すとおり、出崎地区では静穏域が確保できず、荷役に時間を要し滞船が発生する

ことや、高潮の際には右の図の（２）に示す藤原地区の施設被害が発生し、物流機能が低下

することが問題となっています。 

  続いて４ページをご覧ください。 

  出崎地区・浄土ヶ浜には風光明媚な景色と交流拠点などの観光資源があるものの、交通アク

セスが悪く賑わい空間としての魅力が乏しいため、遊覧船の発着場所を整備するなど地域の

魅力向上を図る必要があります。 

  ５ページをご覧ください。 

  今回評価での費用便益費は、全体事業で１．２、残事業で８．１です。前回との相違点につ

いてですが、事業費については資機材の追加等による経費で２７億円、東日本大震災による

手戻り工事で、防波堤と物揚場等のそれぞれで５億円、それぞれ増となっている一方、コス

ト縮減として被災したブロックを活用し２億円の削減を行っています。 

  ６ページ目をご覧ください。 
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  便益については、便益計測のために今年度アンケートを実施しており、これに基づき変更し

ています。便益の増加理由としては、今年、三陸復興国立公園が創設されたこと、あるいは

三陸ジオパークの認定に向け同地区への注目度が高まっていることなどが考えられます。 

  ２枚飛んでいきまして、最後９ページをご覧ください。 

  本事業は、事業進捗上の問題はなく港湾事業者や地元の岩手県、宮古市等からは事業推進と

の意見をいただいております。平成２９年度の完成を目指し、事業継続を対応方針原案とさ

せていただきたいと思っています。 

  続きまして久慈港でございます。 

  資料７－１をご覧いただければと思います。 

  １ページ、２ページをご覧ください。 

  本案件の対象施設は、湾口防波堤３，８００メートルになります。本事業は、背後の人命・

財産を守り港内水域の静穏度を確保することを目的に平成２年度より事業化しています。全

体事業費は１，２００億円、現在の進捗率は４５％となっています。なお、前回再評価は平

成２２年に行っています。 

  次に、事業の必要性に関する視点ですが、３ページ目の表にございますとおり、三陸沿岸地

域は、過去に何度も大規模な津波被害を受けており、多くの人命や財産が失われているとこ

ろです。 

  久慈市では、４ページの図のとおり湾口防波堤がない場合は、家屋、公共施設、商業施設な

どが津波の被害を受けるというところでございますが、防波堤の整備により、この浸水域が

縮小し、これらを守ることができると考えています。また、防潮堤の高さを抑えることがで

き、臨海部の景観を確保するとともに圧迫感を低減することができます。また、５ページに

示しますとおり防波堤の整備により沖合を航行する船舶の避難する水域が確保され、荒天時

の海難事故を回避することができます。 

  次に６ページとなりますが、今回評価での費用便益費は全体事業で１．７、残事業で３．７

となっています。前回との相違点は、便益の変更でございまして、１隻当たりの事故損失回

避額の変更に伴う見直しは、さきの仙台塩釜港の説明にあったとおりです。 

  また、８ページをご覧いただければと思います。 

  こちらに示しますとおりマグニチュード８．５の地震津波について、最新の知見を踏まえ波

源域を日本海溝付近としたモデルを採用し、また浸水域を建物を考慮して算出するとともに、

地震の発生確率は文科省公表のものを採用しているというところでございます。 
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  最後になります。１１ページでございます。 

  本事業は、事業進捗上の問題はなく、港湾利用者や岩手県、久慈市等からは事業推進との意

見をいただいており、平成４０年度の完成を目指し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。 

○秋田港湾事務所長 続きまして、秋田港の千葉といいます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、資料８－１にて秋田港飯島地区複合一貫輸送ターミナル（耐震）整備事業の再評

価について説明いたします。 

  ページをめくって１ページに事業の目的、整備が記載してございます。 

  目的は、環境負荷が少なく輸送効率が高い物流体系の確保を図ること。また、災害時の緊急

物資輸送等の物流基地としての機能確保を図ることでございます。 

  今回の対象施設は、２ページの白抜きの３施設になります。 

  続きまして事業の必要性に関する視点は、３ページ、４ページをご覧ください。 

  ３ページの枠内ですが、秋田港では震災時等に完成自動車を海上輸送した実績がございます

が、恒常的に広大な背後用地を必要とするため、条件を兼ね備えた飯島岸壁の利用が必要不

可欠であるということ。さらに、４ページの枠内ですが、災害時の緊急物資輸送への備えや

フェリーの定期基幹航路としての機能を維持するための耐震強化岸壁が必要となるというこ

とでございます。 

  ５ページに、前回再評価との主な相違点が記載してございますが、便益対象貨物が異なって

いるということでございます。完成自動車については、各自動車メーカーの共同輸送が見込

めることから輸送便益が増加しております。また、フェリー貨物については、既存の本港地

区耐震岸壁で対応不可のため、災害時の定期航路維持の新規で計上しております。 

  事業費についてですが、岸壁では地盤改良範囲の増によるコスト増となっておりますけれど

も、防波堤では中詰材を購入材から現地採取に見直したことによるコスト削減を図ってござ

います。総事業費としては７５億円で変動はございません。 

  次に、事業の投資効果、６ページ、７ページをご覧ください。 

  Ｂ／Ｃ全体事業で１．８、残事業で４．７でございます。 

  最後のページ、８ページですが、港湾利用者や秋田県知事からは事業推進との意見をいただ

いております。このことから、平成２８年度の完成を目指し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。よろしくご審議をお願いいたします。 

○平山委員長 説明ありがとうございました。 
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  それでは、要点事業のご審議をいただきたいと思います。 

  最初が宮古港竜神崎地区防波堤整備事業でございます。これは、竜神崎防波堤とその背後に

ある陸地部の出崎地区というところの護岸等の事業でございまして、今回３５億円ほど増加

していると。諸物価の値上がりみたいなものが主因のようでございます。何かご意見ござい

ませんでしょうか。 

○奥村委員 確認ですけれども、費用の増大の原因というのが、主に震災による影響だというこ

とですが、震災で何がしかの機能が失われた場合に、それを元の状態まで戻すというのは、

事業の中ではなくて災害対策費という別の枠組みで用意されるのではないかとも思いますけ

れども、今回、なぜ震災の影響による損失の部分がこのもともとの事業の中の費用増加とし

て計上されるのか、ご説明をお願いしたいです。 

○釜石港湾事務所長 ありがとうございます。 

  通常、でき上がった施設につきましては、そういった地震・津波の被害を受けたものに対し

て復旧することは、災害復旧費ということで事業をしてございます。ただ、本事業につきま

しては、工事中の部分についての、工事の途中の部分について物が壊れたという部分につい

ては、その工事費の中で見るというのが、私どもの中のルールみたいなものになってござい

まして、今回の事業費増につながったというところでございます。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○奥村委員 わかりました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

  なければ、この事業、原案どおり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。 

  次に、久慈港についてですね。久慈港湾口地区防波堤整備事業及び久慈港海岸直轄海岸保全

施設整備事業、２つが１本になっております。何かございませんでしょうか。 

  ４ページの一番下の図で、防波堤なしの場合の計算、右の堤防ありの場合と比較する計算に

使った防潮堤の高さは８．０メートルではないですか。 

○釜石港湾事務所長 よろしいですか。 

  上のほうの浸水エリアのシミュレーションの計算に使われた防潮堤は、８．０メートルでそ

れぞれ計算してございます。下の図は、仮に湾口防波堤がない場合、ない場合に同じぐらい

の浸水エリアでとどめようとした場合に、防潮堤だけで対応した場合は１５．５メートルぐ

らい必要になるだろうという試算でございます。 
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○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。 

○奥村委員 事業自体のことはよろしいのですけれども、特にこの湾口防波堤については、実際、

この前の津波の時に大船渡なり釜石なりでも被災をしていますので、これから具体的に事業

を進める時には、今までの設計でそれなりに壊れないようなものになるのか、それとも、も

う少し、ちょっとお金がかかってでも粘り強く保つとか、すぐ直せるとか、そういうような

機能を持ったようにすべきなのかも考えることも大事だと思います。具体的に進めていただ

く前に、少なくとも前回の釜石なり大船渡なりの実態あるいはそこのメカニズムというのを

きちんと評価していただいて進めていただかないといけないかと思いますので、よろしくお

願いします。 

○平山委員長 何か設計上、変えたようなところございますか。 

○釜石港湾事務所長 ありがとうございます。 

  設計上、現時点で何かここの段階でこの防波堤について変えたということはないんですが、

今、委員におっしゃっていただいたとおり、私どもどうしても構造物なものですから、設計

以上の波が来る場合、外力がかかる場合、物は壊れるということがどうしても条件になって

しまいます。そういった中で、釜石や大船渡での湾口防波堤の復旧に当たっては、粘り強い

構造と称して、大きい外力がかかってもそんなに大きく崩壊しない、一定程度の機能を確保

するような構造というものを検討をしているところでございます。この久慈港につきまして

も、再度いろいろな外力とかの中で、そういった粘り強く、設計以上の外力が来た場合でも

一定程度形が保てるようなものにならないかというのは、引き続き検討を進めて行きたいと

いうふうに思います。ありがとうございました。 

○平山委員長 通常の防潮堤だと天端の幅を広くするとか、裏をきちっと固めるとか、いろいろ

なことは今回の経験を踏まえて行われているようですけれども、この湾口防については、何

かあまり聞いてないですね。釜石、大船渡は少し工夫されて設計されるという話は聞いてい

ましたけれども、久慈もぜひよろしくお願いしたいと思います。このことは付帯につけてお

いていただけませんでしょうか。 

  それではお諮りしますが、これ、継続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３件目、秋田港飯島地区複合一貫輸送ターミナル（耐震）整備事業、何かございま

せんでしょうか。北林委員、何かございませんか。 
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○北林委員 特にありません。 

○平山委員長 この複合一環輸送ターミナルとは何ですか。これはどういう事業なのでしょうか。 

○秋田港湾事務所長 特定の貨物が船舶、鉄道、自動車または航空機など種類の異なる２つ以上

の輸送手段で輸送されるものを言います。 

○平山委員長 行き先はどこなのですか。 

○秋田港湾事務所長 行き先は外国や、そういうところになります。 

○平山委員長 秋田県の内陸部でしょうか。 

○秋田港湾事務所長 行き先は国内です。 

○平山委員長 なるほど。特に秋田だけに特有の事業なのですか。 

○秋田港湾事務所長 ほかの港でもやられているようです。 

○平山委員長 何かご意見ございませんか。奥村委員。 

○奥村委員 事業の必要性のところで、フェリー航路の話が出てくるのですけれども、現在はフ

ェリーがもし着くとすれば、この飯島地区に着いているのでしょうか、本港地区に着いてい

るのでしょうか。フェリー航路は、今、週６便ずつありますけれども、どこを使っているの

でしょうか。 

○秋田港湾事務所長 資料８－１の４ページの左下の写真、小さくて申しわけないんですが、見

ていただきますと、既設の本港地区寺内というところが１点斜線赤丸で囲んでございます。

あと飯島地区と赤の実線で囲んである、その中ほどにちょっと出っ張ったような形になって

いるところが中島地区でございます。そこの岸壁に、今、フェリーが着船している状況でご

ざいます。水深９メートルの岸壁になります。 

○奥村委員 そこは耐震化されていないのですね。 

○秋田港湾事務所長 今現在使っているところは、耐震化はされておりません。 

○奥村委員 本港地区寺内岸壁というのは耐震化されているのですね。フェリーの場合にそんな

に喫水から下というのがものすごく大きいかと言われると、国内で動いているフェリーは、

さっきの穀物船のようには大きいわけではない。そうすると、無理にこの地区に持っていか

なくても、もっと街に近いほうの本港地区のところの耐震化岸壁で扱えばいいような気もす

るのです。例えば背後地とかの関係上、フェリーを生かすために、例えば待つための自動車

を置くところが狭いとか、そういうようなことで、今の場所であるとか本港地区では具合が

悪いというような事情があるのでしょうか。 

○秋田港湾事務所長 今、秋田市の人口が３２万強の人口でございます。そのうち緊急物資が必
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要となる人口は大体３０％と想定しております。そうすると大体１０万人ぐらい。それで、

１人当たり１日４０キロくらいの物資を必要とするということになると、４０キロ掛ける１

０万なので４，０００トン、更に港湾の分担率として１０％、要は４００トンの物資が必要

になります。それで、本港地区寺内だけですと、大体１バースで２５０トンぐらいしか扱う

ことができなくて、それで２バース必要な計画になってございます。秋田市も広いものです

から、本港地区のほか岸壁背後の広い飯島地区では、自衛隊とかを受け入れるとともに、秋

田市北部へ物資を輸送しようというふうに分けております。 

○奥村委員 わかりました。それでは、このフェリー貨物というのも、現在のフェリーの使う時

の問題というよりは、緊急の時も踏まえて考えると、フェリーがさばけるところは飯島地区

岸壁のほうも使わないと足りないと、そういうことですね。 

○秋田港湾事務所長 そうですね。 

○奥村委員 わかりました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

  それではお諮りしますが、この秋田港の飯島地区耐震整備事業、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）それでは、継続ということにさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

  港湾事業の審議は以上でございますけれども、港湾事業の重点化、審議の仕方についてワー

キンググループで先ほど議論をしていただいたご報告をいただきましたが、資料として準備

をさせていただいておりますので、事務局から説明をいただいて、意見をお伺いしたいと思

います。それではよろしくお願いします。 

○沿岸域管理官 先ほど、奥村委員からご説明いただきましたけれども、港湾事業における新し

い重点化についてご説明させていただきます。 

  １０月３０日に開催しました港湾の事業選定ワーキンググループにおきまして、どのような

資料で重点化審議を進めるのがよいかということにつきまして、ワーキングの委員の方々に

議論をしていただきました。 

  その結果、お配りしております資料９－１でございますが、こちら、港湾審議ポイント標準

項目一覧表ということでございます。これは、事業選別のための一覧表でございます。これ

に加えまして資料９－２と番号を打ってある資料でございますが、こちら事業の概要ですと

か必要性、それから３ページ目に前回との変更点を記載した、このような３枚程度の必要最

小限の要約版という形の資料によりまして、来年度から審議の重点化を図っていくという結
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論になりました。この事業における新しい重点化の進め方についてのご審議方、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○平山委員長 一覧表と資料９－２の要約版のようにしたいというか、先ほどは同じものが資料

８－１ですか、資料８－１を資料９－２ぐらいまで簡略化したいということでございます。

何かご意見ございませんでしょうか。 

  奥村委員、ワーキンググループの時はこんなような結論でしたか。 

○奥村委員 その時のイメージは、要点事業になったものはこちら資料９－２、重点事業は、さ

すがにこちらではなくて今回並みの資料８－１のものでいいということでした。まずはこの

一覧表のところで議論がものすごく必要になるような、例えば事業費がものすごく増えたと

か目的が変わったとかいうようなことは、チェックして、そういうものは重点事業になりま

す。要点事業については、事業の必要性もそんなに大きく変わってないだろうし、前回評価

との相違点も、どちらかというと費用がものすごく膨らんだというようなことはないだろう

ということですので、それぞれ１枚程度でいいのではないかということです。だから要点事

業に対して資料はこのぐらいの簡素化をしてもいいだろうということです。 

○平山委員長 要点事業について、資料９－２のようになるということでございます。 

  例えば、今日の宮古は要点事業になっていますが、ちょっと事業費が増えていますね。そう

いう場合は、やはりそのあたりの説明というのは、この要約版にもつけ加えていただけます

か。 

○沿岸域管理官 承知しました。 

○平山委員長 そのような資料のつくりということでございます。 

  よろしいでしょうか。ご意見ないようでございますので、大体今、事務局からご提案をいた

だいた内容で、要点事業の資料は作っていただくようにいたしたいと思います。 

  これについては、来年度からということでしょうか。来年度からそのようなつくりにしてい

ただきます。 

  それでは、一応作ってみて、試行的にやってみまして、またご意見があれば変えていきたい

と思っております。 

  それでは次の営繕事業に進みたいと思います。 

  営繕事業は、要点事業、重点事業の仕分けをしておりませんので、重点事業と同様の説明を

いただいて審議をさせていただきたいと思います。 

  今回１件ございまして、再評価ですが、福島第２地方合同庁舎でございます。営繕部のほう
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から説明をお願いいたします。 

○営繕調査官 営繕部営繕調査官の末兼と申します。着席して説明させていただきます。 

  資料１０－１をご覧いただきたいと思います。 

  営繕事業福島第２地方合同庁舎整備事業の再評価でございます。 

  ページをめくっていただき１ページをご覧いただきまして、事業の目的と概要でございます。 

  福島第２地方合同庁舎の整備計画は、福島市内に点在する５つの官署について、老朽、耐震

性の不足等の問題を有する庁舎へ対応するため、集約して合同庁舎として整備するものでご

ざいます。 

  庁舎の整備に当たっては、官公庁施設の建設等に関する法律に基づき実施しているところで

ございますけれども、その法律の中に、「庁舎は土地を高度に利用し、建築経費を節減し、

あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障のない限りは、合同して建

築しなければならない。」とうたわれております。本事業につきましても、この規定に従っ

て行うものでございます。 

  事業の概要でございます。 

  事業地につきましては、福島市内の入居官署位置図に赤丸で示しているところを敷地として

確保しているところでございます。事業期間でございます。平成２１年度からとなっており

ます。本事業につきましては、平成２１年度新規事業として採択されとして予算化されてお

ります。その際、敷地をこの場所に決定しているところでございます。全体計画額でござい

ます。新規採択時に約２０億５，０００万円ということでございましたが、現在の要求額と

しては２１億１，０００万円で、差額については物価上昇分ということでございます。 

  ２ページをご覧いただきたいと思います。 

  官庁営繕事業の評価の視点でございます。 

  新規採択時と同様に、今回の再評価においても３つの視点、必要性、合理性、効果について

評価を行っております。２つ目の合理性でございますけれども、ほかの事業と異なりまして、

官庁営繕事業についてはＢ／Ｃではなく代替案を設定いたしまして、本事業計画と経済比較

を行いまして合理性を確認するということにしております。 

  ３ページをご覧いただきたいと思います。 

  まず、３つの視点のうちの事業計画の必要性でございます。入居予定の５つの官署が現在使

っております庁舎の状況について表にしております。５つの官署、いずれも築後５０年前後

経過し老朽化が著しい状態ということになっております。また、そのうち４つの庁舎につき
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ましては耐震性が不足しているという状況でございます。代表いたしまして福島地方気象台

の庁舎の内観、外観を写真で掲載しております。右上の外観写真でございますが、既に経年

によりまして外壁の仕上げ材の剥落が始まっております。利用者に危害を与えるということ

が懸念されますので、緑色のネットでございますけれども、こういった養生をしながら使っ

ているという状況でございます。 

  ４ページをご覧いただきたいと思います。 

  ２つ目の視点、合理性の確認でございます。 

  まず、代替案の検討方法でございますけれども、民間ビルの賃借、改修・不足面積の増築、

建て替えの３つを代替案といたしまして、５つの官署それぞれ最も合理的な対応というもの

を組み合わせて、代替案として事業計画と比較を行っております。その際、費用の積み上げ

については、イニシャルコストと整備した後の５０年間の維持管理費用を現在価値化したも

のを合算して比べております。 

  それぞれの庁舎の代替案の選定でございます。 

  まず、東北公安調査局につきましては、必要面積が６０平米と比較的小さいことから、福島

市内で民借により床を確保できるということで賃借を代替案としております。続く地方気象

台、財務事務所、労働局につきましては、防災機能と必要面積を賃借では確保が困難という

ことで改修・増築を代替案としております。 

  なお、それぞれの３つの官署の災害対応ということでございますけれども、東日本大震災時

の災害対応の状況を簡単にご紹介いたしたいと思います。 

  まず、地方気象台でございます。これは、皆様よくご存じのとおり余震、それに伴う津波、

気象情報を提供しているというところでございます。次に、財務事務所でございますけれど

も、金融機関の預金の払い出しの円滑な手続等の措置について要請を行っていくことと、国

有財産を管理している部局でございますので、国有財産の被災者の受け入れ等の手続を行っ

ているということでございます。 

  それから３つ目の労働局でございます。今回、福島第一原発で事故が発生いたしました。そ

の際、緊急作業に従事した労働者について被ばく線量の管理等の指導を行っているというこ

とでございます。 

  戻りまして、選定の表、最下段の自衛隊福島地方協力本部でございます。こちらは経年５２

年ということで、老朽化が著しいため、改修ではなくて建てかえが有利であるという試算を

得ております。 
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  その結果、一番下の表になりますけれども、代替案の総費用に対しまして事業計画の総費用

が低く合理性があるということを確認しております。 

  ５ページをご覧いただきたいと思います。 

  ３つ目の視点、事業の効果でございます。大きく３つ掲載しております。まず、自家発電設

備や上水等の水槽の整備によりまして、防災拠点としての一層の円滑な機能の発揮がござい

ます。次に、高効率照明等の採用によりまして一層の省エネルギー化を図ることができる。

３つ目といたしまして、分散する庁舎を集約することによりまして、既存施設の土地の売却

であるとか、その敷地の他用途への有効活用ということが図られるということを挙げており

ます。 

  事業の進捗状況及び進捗の見込みでございます。 

  冒頭少し触れましたけれども、この事業、平成２１年度に一旦予算がついておりますけれど

も、平成２２年度の予算編成の方針、これは２１年９月に閣議決定されておりますけれども、

この中で、既存予算についても厳しく見直して優先順位を再検討するということがうたわれ

ておりまして、本事業についても、２１年度の予算は執行せずに見送ったところでございま

す。また、東日本大震災において被災した庁舎の復旧事業等もございまして、予算化されず

現在に至っているところでございます。 

  しかしながら、本事業についてはこれまでご説明いたしましたとおり、現庁舎が有するさま

ざまな問題解消を図るために必要な事業であり、整備局といたしましては、管内の合同庁舎

新営計画の優先事業と位置づけ本省へ要望しているところでございます。 

  このような状況にあることから、対応方針の原案といたしましては事業継続とさせていただ

いております。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  福島の第２地方合庁の５つの官署が合同で使う庁舎の新築の事業でございます。 

  便益、Ｂ／Ｃではなくて３つの視点ということで事業の継続、あるいは中止を判断するとい

う話でございました。 

  いかがでしょうか。九戸委員。 

○九戸委員 震災の被害のあったところを優先するということで、これがずっと控えてきたとい

うか、手を挙げるのを控えてきたという事情はわかりますが、福島県でありますし、より災害に

強い合同庁舎という目標をきちんと掲げて建設するわけです。ともすれば、こういうことは何か

事故が起こらないと、予算をつけるきっかけが出ないという、例えば何かクラックしてとか、目
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に見えて支障が出て初めて背中を押されるようなことがあるのですが、もう既に限界を超えてい

るわけですので、ぜひ早急に合同庁舎の建設に一歩足を踏み出してほしいと思います。 

 それと、建設する時に、余裕のない庁舎をつくりがちなのですが、この先のことを考えれば、

余裕のあるつくり方をすべきだと思います。 

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

何かございませんか。 

○成田委員 建設の観点から今ご説明いただいて十分ですけれども、市民目線で申し上げます。

５つあった庁舎が１つにまとまるというところで、市民の便益というの測定しておりません

けれども、非常に効果があって、解決しなければならない課題がたくさんあるという環境に

おられる中では、庁舎の一括化というのは、とても市民にとってはありがたい話ではないか

と思いますので、やはり推進してしかるべきではないかと思います。 

○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。 

○大久保委員 建物以外の敷地というのですか、敷地の広さというのは十分なのでしょうか。 

○営繕調査官 計画敷地のことですか。 

○大久保委員 例えば駐車場とか、いろいろな緊急自動車が来て停まるようなスペースだとか、

そういうようなのも確保されているわけですか。 

○営繕調査官 もちろん、複数の官署が入居しますので譲り合うということが前提でございます

けれども、敷地はきちんと確保できているという認識でおります。 

○大久保委員 今の、ここの二日町の庁舎みたいに狭い、車も大して停められないっていうこと

はないのですか。つまり、そこら辺の予測はしているのですか。 

○営繕調査官 例えば、窓口官署で、例えばですけれども、職業安定所が入る合同庁舎等につい

ては、よく駐車場が不足して周辺に迷惑をかけることがあるんだということを入居官署から

訴えられることがありますけれども、今回、入居される官署は、それほど頻繁に一般の方が

来署する官署ではないということもありまして、大丈夫だと思っております。 

○平山委員長 防災拠点などに使うわけだから、ある程度余裕が欲しいというご意見でないでし

ょうか。 

○営繕調査官 そういう意味では、敷地いっぱいに建物を建てるというような状況ではございま

せんので。 

○平山委員長 福島市の大分街の中ですか。 

○営繕調査官 １ページの写真のところの赤丸、図でいいますと北側ですけれども、駅からそれ
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ほど離れていません。徒歩で１５分から２０分ぐらいかかる距離かと思います。横を大きな

道路も走っておりますので、車等の往来はそれなりにあるという場所かと思っております。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。黒沢先生、いいですか。 

○黒沢委員 福島労働局に関しては、福島地方合同庁舎に入っていたところから移動するという

ことですので、福島地方合同庁舎に多少スペースの余裕が出て有効活用が図られるというこ

とでよろしいでしょうか。 

  あともう１点は、福島地方合同庁舎自体が、３ページの表を見ると築後４０年経過で耐震性

能がＣになっているのですけれども、これは大丈夫なのでしょうか。 

○営繕調査官 この耐震性能Ｃは、建物としての性能、もっと言いますと地震の時に倒壊すると

か崩壊するという危険性は低いというレベルですけれども、防災機能が一部不足していると

いうカテゴリーになりまして、労働局が今度福島第２に入りますので、防災業務が少ない官

署がまた入ってくるという中で整合がとれてくるものという認識を持っております。 

○黒沢委員 ちなみにＢとかＡというのはどういう状況なのですか。 

○営繕調査官 簡単に申し上げますと、震度６強以上の大きな地震に対して、Ａが崩壊・倒壊の

恐れが高い、Ｂが崩壊・倒壊の恐れがある、Ｃが低いが防災機能が一部欠落している、Ｄが

満足をしているというカテゴリーになります。 

○黒沢委員 どうもありがとうございます。 

○平山委員長 ほかに何かご意見ございませんでしょうか。 

  それではないようでございますので、原案どおり継続を対応方針にしてよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）先ほどご意見ございましたように、合庁にするメリットをぜひお考え

いただいて、有効なエネルギー、それからスペース、利用の方法、そういうものをご検討い

ただきたいと思います。 

○営繕調査官 わかりました。 

○平山委員長 それでは、営繕につきましては以上でございます。 

  ４番目が再評価実施要領の運用についてということで、本省、国土交通省の所管公共事業の

再評価実施要領の運用についてという通知が本省から来ておりまして、これは今日、中身を

お話しするだけにしておきたいと思いますけれども、事務局から一応、その中身をご説明お

願いします。 

○企画課長補佐 それでは、事務局より国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の運用につい

てご説明させていただきます。 
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  資料１１の１ページ目をご覧ください。 

  この資料は、平成２５年１１月１日に国土交通省本省より配出されました運用通知でござい

ます。 

  ２ページを見ていただきたいのですが、２ページ目の上段の線で囲まれた部分は再評価実施

要領第５の３を抜粋したものです。 

  従来から、このなお書きのとおり、ある条件に合致すれば費用対効果分析を実施しないこと

ができるとされておりましたが、今般の運用により、その判断基準が明確になりました。具

体的には、２ページ目の記のとおりですが、簡単に申し上げますと、前回の評価時と要因に

変化が見られない場合、費用対効果分析を実施しないことができるということでございます。 

  前回の委員会の道路事業で実施いたしました東北地方整備局事業評価監視委員会独自の運用

でございます審議の重点化とは別のものでございまして、新たに本省より配出されました運

用でございます。 

  次に、４ページ目に確認フローがございますので、こちらでご説明させていただきます。 

  左側上のほうにあります（ア）費用対効果分析の影響要因に変化が見られない場合、緑の箱

でくくってあるところですが、事業目的に変化がない、社会経済情勢の変化がない、前回評

価時において実施した費用便益分析に関する要因に変化がないと、こういった場合で、かつ

（イ）実施することが効率的でない、例えば前回評価時の感度分析における下位ケースの値

が基準値を上回っているといった場合、実施することが効率的ではないという場合に該当し

ますので、こういった場合、費用対効果分析を実施しないで前回評価時の費用対効果分析の

結果を適用することができます。 

  その場合ですが、下から２番目の箱書きにありますとおり、事業評価監視委員会の資料は事

業評価カルテを基本としまして、それに（ア）（イ）の該当状況を確認する判定表を添付す

ることになります。 

  ５ページ目、６ページ目に事業評価カルテの例を示してございます。また、７ページ目に判

定表の様式を添付しております。本運用をそのまま適用させた場合は、このような資料にな

りますので、従来ご審議いただいております資料と比較しますと、かなり簡略化されます。

なお、本日ご欠席の河野委員からは、「今回のＢ／Ｃ分析を実施しないという運用は、残事

業Ｂ／Ｃに対する視点が抜け落ちていて問題があります。例えば河川事業では、事業費や事

業計画に変更がなくても、最後に残された整備箇所のＢ／Ｃが１を割ったりすることもあり

ますということなので、この確認フローでは、残事業Ｂ／Ｃが１を切っていても検出できま
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せん」とのご意見をいただいております。 

  資料の１ページに戻っていただきまして、１ページの最下段に記載されていますとおり、本

運用は事業評価監視委員会の委員のご意見を踏まえ、適切に運用する必要がございます。東

北地方整備局事業評価監視委員会としての運用方針について、ご意見等をいただきたく思い

ます。説明は以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  ちょっと非常にタイミングが悪い通知で、我々も随分調べてきてやっと方針が定まったよう

な段階で、本省からお話があって、我々のやり方も尊重してもいいですよという付言はつい

ておりますけれども、こういう意見が来ておりますので、中身的にはそんなに変わらないの

ですが、先ほどのご意見とちょっと違うところもあるので、我々はやはり、責任を持って理

解をして判断をしなければならないというところがございますので、改めて次回にでもご意

見をいただいて、我々の従来決めてきたやり方であくまでも踏襲していくのか、この通知の

ようにやらせて簡略化するのか、そのあたりの議論を次回にさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。今日、特にご意見を出したい方がおられましたら、

１つぐらい出していただきたいと思います。いかがですか。 

  次回にしますか、それでは。今日はちょっと時間がございませんので、次回にさせていただ

きます。 

  それでは、６番目の報告事項に入らせていただきます。 

  本日、１０件報告がございます。一括して説明を簡潔にお願いしたいと思います。それでは

よろしくお願いします。 

○河川調査官 それでは河川部のほうから資料１３に基づきまして委員会報告事項をご説明させ

ていただきたいと思います。 

  まず、表紙をめくっていただいたところに、今回のルールをちょっとご説明したいと思いま

す。 

  冒頭、大久保ワーキング座長、あるいは平山委員長からも雄物川の審議のところでご紹介い

ただきましたけれども、河川事業につきましては再評価実施要領６の６に基づきまして河川

整備計画が策定している河川についは学識経験者等から構成される委員会が設置されている

場合に、この本委員会に代えてその当該委員会で審議を行うということとなっております。

また、実施要領細目という横のピンクのところになりますけれども、この６に基づきますと、

審議結果を今回のように事業評価監視委員会に報告するとしております。下になりますが、
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事後評価につきましても同様の規定となっております。 

  続きまして、隣側に移らせていただきます。 

  中にＡ４の地図を参考に挟んでおります。事業箇所については、そちらの方をご参照いただ

ければと思います。 

  東北地方整備局管内の直轄河川、１２水系ございますけれども、本日ご審議いただきました

雄物川以外の１１河川につきまして、河川整備計画が策定されております。従いまして、こ

れら１１河川で実施している事業については、今申し上げましたとおり、各河川で設置され

ております学識者等の委員会にお諮りするということとしております。今年に限らずこれま

でも同様の形で報告の方を行わせていただいております。 

  本日は、平成２５年度内に各委員会で審議を行いました９つの事業についての再評価審議結

果及び一番下になりますけれども、１つの事後評価結果につきましてご報告をさせていただ

きたいと思います。 

  まず、本年度の報告案件の一覧、この右側の表になりますけれども、再評価につきましては、

主に河川の一般的な治水施設の整備を行います直轄河川改修事業、地図では赤の太線で囲っ

た吹き出しになっておりますけれども、これが高瀬川、子吉川の２事業になります。また、

福島県の集落地区単位で輪中堤、宅地の嵩上げ等を行う土地利用一体型水防災事業、これが

二本松・安達地区で実施中の１事業になります。これは、赤の二重線で吹き出しになってお

ります。 

  また、河川環境の整備を行います総合水系環境整備事業、これにつきましては６事業、高瀬

川、馬淵川、米代川、最上川、赤川、６事業になります。合わせて９事業、今回再評価のご

報告をさせていだだきます。 

  また、事後評価につきましては地域の除雪、排雪に寄与する消雪用水の導入事業でございま

して、これは山形県の最上川中流横山地区での事業１件となります。 

  具体の再評価の審議結果をちょっとご紹介したいと思います。 

  高瀬川、子吉川の直轄河川改修事業につきましては、前回平成２２年の再評価から３年経過

ということで実施しました。それぞれ事業の継続は妥当と判断すると、そういう審議結果を

いただいております。 

  次に、二本松・安達地区の土地利用一体型水防災事業でございます。これは、平成２０年度

に新規事業採択されまして、新規事業採択から５年を経過した時に再評価を行うということ

になっております。この事業につきましても、直轄河川改修事業と同じく事業の継続は妥当
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と判断するとの審議結果をいただいております。 

  続きまして、北上川以下６つの総合水系環境整備事業でございます。これにつきましては、

高瀬川、馬淵川、最上川、赤川が前回より３年経過ということで再評価をしております。北

上川と米代川につきましては、地元要望を踏まえて、この事業の中で新たなメニューを追加

するということで再評価実施要領第３の１（５）にございます社会経済情勢の急激な変化に

より再評価の実施の必要が生じた事業ということでその他という記載をさせていただいてお

ります。 

  ６水系とも、事業の継続については妥当との判断をいただいております。ただし、北上川、

米代川、赤川につきましては意見をいただいておりまして、北上川につきましては長期的な

モニタリングに努めること、費用対効果算出方法について、今後検討していく必要があると

思われること、事業着手前に事業計画を十分検討することとの意見をいただいております。 

  米代川につきましては、地元住民に十分理解いただきながら進めることの意見を、また赤川

につきましてはアンケート調査、これはＣＶＭ法のアンケートですけれども、アンケート調

査結果を分析し、今後の整備に生かすこと、環境整備事業の便益評価が過小になっていると

考えられる、あるいは地域住民のコンセンサスを得て事業を進めることとの意見をいただい

ております。 

  続きまして、一番下の事後評価の報告でございます。 

  最上川中流横山地区消流雪用水導入事業につきましては、事業はもう既に完了しておりまし

て５年を経過しましたので、今回事後評価を行いました。流域委員会からは、改善措置及び

今後の事業評価の必要はないとの審議結果をいただいております。次ページ以降、３ページ

以降、各報告案件のより詳細な内容を記載しました評価書を添付してございます。 

  簡単ではございますが、以上で委員会報告とさせていただきたいと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  ３枚目の裏側、２枚目の裏側からずっと細かな中身はございますが、それらを踏まえて概略

をご説明いただきました。何かご質問ございませんでしょうか。 

  子吉川直轄河川改修事業というのは、Ｂ／Ｃが１１ですよね。随分大きな値になっています

が、これまでほとんどやられてなかったようなところでしょうか。 

○河川調査官 これは河道掘削が事業の大きな柱になっておりまして、川を掘りますと流下能力

が上がるものですから、Ｂ／Ｃはほかに比べると高くなっていると思います。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。北林委員、何かございませんか。 
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○北林委員 特にはありません。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

  それでは、ないようでございますので、一応報告事項、これご了承いただいたということに

させていただきます。 

  それでは、全ての議題は終わりましたけれども、あと議事概要の取りまとめがございますの

で、ちょっと休憩、何分ぐらいいいですか。（「１０分でお願いします」の声あり）１０分

ぐらい休憩を取らせていただきまして、３時３５分からまた再開することにさせていただき

ます。 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 それでは、委員会、再開をしたいと思います。 

  本日の結果のまとめにつきまして、確認をしたいと思います。読み上げていただけますでし

ょうか。 

○司会 それでは、議事概要を読み上げさせていただきます。 

  非常に内容が多くなっておりますので、前振り部分とそれから事業名については省略して読

み上げいたします。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 

  ・河川関係事業 再評価 審議結果 

  以上について、対応方針（原案）とおり「事業継続」が妥当である。 

  なお、以下の意見があった。 

    ・雄物川上流自然再生の実施及びその後の維持管理に当たっては、専門家の意見を踏ま

え進めることが重要 

    ・砂防事業について、便益の算定に人口の変動を考慮することについて議論があった。 

    ・砂防事業は、水系砂防と地先砂防の違い等も含めて、わかりやすい説明を工夫すると

良い。 

  ・河川関係事業における審議の重点化について 

  新たな審議の重点化は行わず、従来どおりの審議方法とする。 

  ・港湾事業 再評価 審議結果 

  以上について対応方針（原案）とおり「事業継続」が妥当である。 

  なお、以下の意見があった。 
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    ・久慈港湾口防波堤の整備にあたっては、釜石港湾口防波堤等の被災実態を踏まえ、被

災メカニズム等の反映について検討すること。 

  ・港湾事業における審議の重点化について 

  次回の港湾事業の審議から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。 

  ・営繕事業 再評価 審議結果 

  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。 

    ・合同庁舎を整備する際に、合同することのメリットを十分検討の上進めること。 

    ・事故等が起きてはじめて事業が進むことになりがちだが、すでに限界を超えており、

計画的に進めるべき。 

  ２．国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の運用について 

  次回委員会で、運用の取り扱いについて審議する。 

  ３．委員会報告事項について 

  ・再評価報告 

  ・事後評価報告 

  以上について、高瀬川河川整備委員会、子吉川水系河川整備学識者懇談会、阿武隈川水系河

川整備委員会、北上川水系河川整備学識者懇談会、馬淵川水系河川整備学識者懇談会、米代

川水系河川整備学識者懇談会、最上川水系流域委員会及び赤川水系河川整備学識者懇談会に

よる再評価及び事後評価の審議結果報告があった。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  何かご意見、修正のところございませんでしょうか。大久保委員、よろしいですか。（は

い）の声あり） 

  北林委員、何かございませんか。 

○北林委員 ありません。 

○平山委員長 いかがですか。よろしいですか。 

  それでは、これを議事概要にまとめたということにさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

-45- 



５．閉 会 

○司会 それでは、以上をもちまして平成２５年度第５回東北地方整備局事業評価監視委員会を

終了いたします。 

  次回委員会は、来年の２月２６日を予定してございますので、引き続きよろしくお願いいた

します。 

  本日は、どうもありがとうございました。 
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