
 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第６回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２６年２月２６日（水曜日） 

    １３：００～１５：５０ 

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６回東北地方整備局事業

評価監視委員会を開催いたします。 

  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名中９名の委員のご出席で開催をさせていただきます。 

  また、本日の資料でございますが、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。 

○局長 第６回の委員会ということでございまして、本日は河川関係の再評価が１件、道路事業

の事後評価が５件、港湾事業の事後評価２件の８件でございます。今年度の最終回というこ

とでございまして、今年度は４５件の案件を対象に評価をしていただきました。改めて御礼

を申し上げたいと思っております。また、引き続き来年度もよろしくお願いしたいというこ

とでございます。 

  それから、大久保先生、平成２３年７月に委員に就任をしていただきまして、まだまだお願

いをしたいところでございますけれども、先生のご都合ということで、今年度をもちまして

ご退任ということになりました。これまで３年間、専門の分野だけではなくて、幅広くいろ

いろなご指導をいただきました。また、山形県在住のお立場からも地域の実情等もいろいろ

と評価の中に生かしてこられたということでございます。この委員会の委員としてのおつき

合いは今年度をもちましてということでございますけれども、まだまだ引き続きいろんな面

でご指導をいただければありがたいと思っております。 

  それでは、本日の委員会もいろいろ忌憚ないご意見をいただければと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○司会 それでは、審議に先立ちまして報道機関の方にお願いを申し上げます。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。 
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３．審 議 

○平山委員長 それでは、これから審議に入らせていただきます。本日もよろしくお願いいたし

ます。 

  説明のほうは従来どおり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。 

  それでは、最初でございますが、河川関係事業の再評価１件の審議を行います。 

  今回ワーキンググループを開催しておりませんので、重点事業として説明をしていただきま

して、審議を行いたいと思います。 

  仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業でございますが、ご説明をいただきますけれども、

これは緑の防潮堤を導入して、堤防、海岸の強度をつよめる多重防御により減災する事業で

すが、緑の防潮堤の評価を海岸保全施設整備事業の中で行うという点、便益についてはＢ／

Ｃの数値化の中には緑の防潮堤の効果は入れ込まないというような原案になっています。ま

た、黒沢委員から緑の防潮堤のあり方についてコメントがありましたので、それも併せてご

説明をいただきます。それではよろしくお願いします。 

○仙台河川国道事務所長 お手元の資料１－１でご説明申し上げます。 

  私、仙台河川国道事務所で所長をしています牧でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。着席して説明申し上げます。 

  まず１ページめくっていただきまして、概要でございますが、今、委員長からご紹介ござい

ましたように、東北地方太平洋沖地震におきまして海岸堤防を越える津波、最大クラスの津

波、これに対しても減災の考え方に基づきまして対策を講ずること、これが求められている

わけでございます。それで、昨年末の海岸管理のあり方検討委員会というのがございまして、

そこで海岸保全施設の防災機能に加えまして、減災機能、ただいまありました減災機能の明

確化と整備推進について提言がございました。今月頭に緑の防潮堤などを含む粘り強い構造

の海岸堤防の評価手法について検討が行われました。今回はその内容に沿って評価を実施し

ております。この緑の防潮堤などを含む粘り強い構造の海岸堤防について、国交省では来年

度予算に盛り込まれまして、また整備推進について海岸法の改正案も今通常国会に提出の予

定となっております。また、従前のＢ／Ｃの計算につきましては、これまでの事業について

のＢ／Ｃの計算におきましては費用とか便益に関するこれまでの１年間に大きな変化がござ

いませんので、これについては現在価値の修正のみにとどめております。それに基づいて評

価しています。 
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  １ページめくっていただいて、２ページにまいります。 

  今回の事業目的でございますが、従前の事業目的に加えまして、比較的頻度の高い津波を超

える津波に対する減災、堤防を越えるような津波に対する減災、具体的には浸水被害の軽減

でありますとか、それから避難時間の確保等を目的に追加をしております。具体的には事業

概要にあります左の、ページの左のほうでございますが、粘り強い構造の海岸堤防、緑の防

潮堤、これは延長１２キロメートル追加しまして、全体事業費５２０億円の事業として再評

価をお願いいたします。右下が位置図でございますが、右下といいますか、真ん中の青い図

面ですね、岩沼海岸、岩沼市内の岩沼海岸、それから山元町の山元海岸、これが国交省直轄

区間でございまして、これを対象に考えております。 

  めくっていただきます。 

  ３ページ、山元町の中浜工区というところでございますが、津波の、太平洋沖地震の前、前

後の写真をおつけしております。広範囲に、この右側の、真ん中あたり右側の写真が被災後

ということでございますが、広範囲に被害が、津波の被害が広がっております。こういった

甚大な被害を受けたことを踏まえまして、被害を減らす、最小化する減災の考え方に基づい

て対策を講じること、これが求められると考えております。 

  次のページにまいります。４ページでございます。 

  事業の必要性でございますが、東日本大震災の前には海岸堤防は数十年から百数十年規模の

津波等に対する海水の浸入とか、あるいは海岸の侵食とかを防止できるように設計してきま

した。粘り強い構造の堤防というのは、その想定を超える津波が発生しても、それで海水が

堤防を越流した場合でも破堤に至る時間を遅らせることで被害を軽減するあるいは避難のた

めのリードタイムを長くする、こういう効果を期待しております。仙台湾南部海岸の粘り強

い構造の海岸堤防の形式につきましては、従来の粘り強い構造、コンクリート張りをする等

の粘り強い構造にさらに被害軽減効果が期待できる緑の防潮堤というものにしてまいります。 

  次のページにまいります。 

  次のページ、これに関わる、目的を追加したことに関わる追加費用でございますが、これは

１５億円、ページの右のほうでございます。１５億円で３％の事業費増となります。便益に

ついては、後からちょっと述べますが、定量的な評価が難しいことから、新たに定量的な数

字については追加算出を行わないこととしておりまして、そうしますとＢ／Ｃが前回評価は

１．３３ということでございましたけれども、今回は１．３０ということになっております。

また、あくまでも参考ということでご理解をいただきたいんですが、もう一つの資料１－２
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というのがございますけれども、ここで７ページを、申し訳ございません、見てください。

７ページの資料の下のほうに、これは一定の前提のもとのあくまでもシミュレーションとい

うことになりますけれども、一応越流後の破堤の時間が遅延した場合の効果というものを数

字を弾いております。破堤時間の遅れに伴う被害軽減額というものをこの表の中で算出させ

ていただいております。 

  ちょっと飛びますが、６ページのほうに、次のページに先に行かせていただきます。 

  被害低減効果の説明をここでもしておるんですが、シミュレーションでは破堤がない状態と

等しい７分間というのを最大にしまして、真ん中の表でございますが、７分間というのは破

堤、最大の津波の通過時間というのが７分でございましたので、７分間というのを最大に、

３分、５分というところで試算をしておりまして、破堤時間を津波到来から例えば緑の色を

塗ったところですが、５分遅らせることができれば、直後に破堤するとすると２，０００棟

が壊れるということになるんですが、５分遅れれば１，２００棟で抑えることができる、こ

ういった試算をしております。２メートル、水深２メートルというのは木造家屋のほとんど

が全壊するという目安になりまして、こういう試算をしておるところでございます。 

  次のページにまいります。 

  こういった分析に基づきまして、粘り強い構造の海岸堤防、緑の防潮堤の全体を改めて総合

評価をこの７ページでさせていただきます。追加事業費１５億円で当初事業費から３％増と

いうことでございまして、Ｂ／Ｃの定量評価は１．３、前回と大きく変わってないというこ

とでございます。加えて、被害の軽減効果がシミュレーションによりまして、浸水深、深さ

ですね、それから浸水面積を減少させる効果があることがわかりまして、そういうことから

しますと一定の効果があるということが評価できるわけでございます。 

  最後のページになりますが、対応方針の原案でございます。事務局としては事業継続とさせ

ていただいております。理由につきましては、ただいまご説明しました内容、理由から、こ

の事業、従前の事業ですね、従前の事業と一体的な事業として継続実施することが必要であ

るとまとめさせていただいております。最後の行のところでございます。 

  これに対する宮城県知事のご意見につきましてご紹介しますと、継続で異議はないこと、そ

れから地元関係市町村との調整を十分に図ること、将来的な施設の維持管理の視点も踏まえ

て一層のコスト縮減を図ることについて述べられております。 

  以上で資料の説明を終わらせていただきます。 

○河川調査官 引き続きまして、河川部から、本日欠席の黒沢委員からいただいていますコメン
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トについて、簡単にポイントをご紹介したいと思います。先生からいただいたペーパーにつ

きましては配付されているものと思います。そのポイントをご紹介いたします。 

  まず、シラカシ，タブノキ，シイノキなど常緑広葉樹を植樹する一般的な意味で言われる緑

の防潮堤を東北地方で行うには３点の問題がある。 

  １つ目は、東北地方のような気温が寒く、季節風の強い地域の海岸において、計画にあるよ

うな海に面した土地で常緑高木林を育成する技術が確立していないこと。そのため多くの苗

が成長途中で枯死するあるいは生育不良となる。維持や育成のために多大な手間や労力、コ

ストを必要とするなどの可能性が高いと思われる。 

  二つ目は、たとえ成長したとしても、成長がクロマツ等に比べて遅く、防災林として効果が

出るのに百年単位の時間を要すると考えられること。 

  そして三つ目は、その地域のより内陸にある自然の常緑樹林の常緑樹と交配し、生物多様性

における遺伝的多様性を失わせたり、撹乱したりするおそれのあること、海岸部に比較的小

面積残存する常緑樹の自然林は過去の気候変動や人の移動の歴史を反映した貴重な存在であ

り、固有の遺伝子や遺伝的な構成割合を持っていると思われる。比較的少数の個体しかない

地域にその地域外から大量に同種の植物を植樹することは、交配により遺伝的多様性を失わ

せたり、撹乱したりすることにつながる。また、同じ地域のものを用いたとしても、特定の

個体の子孫を大量に植樹することになり、遺伝的な構成割合を大きく変化させることにつな

がる。 

  これらの問題に関して、林学の観点からは、海に面した土地での植樹技術が確立し、成長が

早く、防災効果を早く発揮できることが期待できるクロマツを植樹するのを基本とするのが

妥当である。クロマツ林が成立した後は、侵入した樹木を残して混交林にしていくとよいと

思われる。いずれにせよ、海岸防災林の専門家と地元の植生学の専門家のアドバイスを受け

ながら樹種や植樹方法を検討すべきと考えられる。遺伝的多様性への影響の観点からは、シ

ラカシ、タブノキ、シイノキなどこの地域で比較的希少な常緑高木植樹は避けるべきである。 

  このようなコメントをいただいております。以上でございます。 

○平山委員長 河川部長、何かございますか。 

○河川部長 ただいま黒沢先生からコメントをいただいたところでございますけれども、緑の防

潮堤の植生につきましては、樹木が根を張りめぐらせることによって緑の防潮堤の土砂を補

強すると。これによりまして津波が越水した際に破堤を遅延させる効果を期待しているとこ

ろでございます。したがいまして、私ども緑の防潮堤の植生として特定の樹種を想定してい
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るということはございません。 

  それから、もう１点でございますけれども、当面、緑の防潮堤につきましては岩沼海岸の蒲

崎工区で整備を進めていこうと考えておりますけれども、この区域は林野庁さんの防災林で

すとか貞山堀、それから千年希望の丘というものがございまして、これらを総合的にマネジ

メントを行っていくために、緑の海岸保全計画というものを平成２６年度から関係者と連携

して作成をしていくこととしてございます。緑の防潮堤の植生もこの計画の内容の一つにな

るところでございます。緑の防潮堤の植生につきましては、今回コメントをいただいており

ますけれども、専門家の方々の中にさまざまなご意見がございます。そうしたことから、緑

の海岸保全計画の策定作業の一環といたしまして、専門家のご意見を聞きまして検討してま

いることにしてございます。その際に、専門家の方々からこれまでいただいたご意見を踏ま

えまして、今後数年間、幾つかの現地条件下で常緑広葉樹主体の植生ですとかクロマツ主体

の植生などのケースをそれぞれ１００メートル程度の範囲で現地で実施いたしまして、その

結果を比較検討してこれからの樹種について考えてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  ご説明は以上でございますが、最初のご説明に続いて黒沢委員のご意見のご紹介、そして最

後に東北地方整備局としての進め方の考え方について説明がございました。 

  仙台湾の南部海岸、去年、再評価で審議した場所だと思いますけれども、そこに新たな事業、

緑の防潮堤という事業が入るわけですが、これにつきましてご説明をいただきました。 

○九戸委員 今、河川部長からのご説明を伺って、安心をいたしました。実は全く別のルートか

ら、都知事選に出られた細川さんが提唱なさったと聞きました。瓦礫を築いてそこにタブノ

キを植えれば根が覆い尽くすという構想で、早い時期にお話を伺って、「えっ」と驚きまし

た。北国にそういうタブノキとか合うのでしょうか、それと生育が、南の島のようなスピー

ドでは難しいと思いますよというお話をしていたのですが、今、この委員会の説明でお話を

伺って、やっぱりやるのだと、ちょっとびっくりしたのですが、黒沢委員のご意見に言い尽

くされていると思います。その地にある自然を撹乱してはいけないという思いもあり、大変

にいいアイデアではありますが、十分に植生の関係の方たちのお話を伺いながら進めて行く

べきと思いました。 

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

○河野委員 この資料の７ページにある追加事業費１５億円という、この中には維持費というの
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が入っているのでしょうか。 

○仙台河川国道事務所長 維持費につきましては、これは基本的にはメンテナンスフリーという

ことではございますが、当初はいろいろお世話もあるということで、今の試験施工やってい

るところも、１００メートル区間、ボランティアの方にいろいろお世話いただいておりまし

て、そういったことがこういう緑の防潮堤では大事ではないかということで、県知事からも

そういう趣旨でご意見をいただいたと思っておりますが、そういったボランティアの活動も

活性化させて、こういうものはみんなで守っていくということを考えてございます。 

○河野委員 やっぱり維持的な作業が必要だということですね、ボランティアでやろうと。 

○仙台河川国道事務所長 当初若干ですね。今も防護ネットとか一部でやっておりますので、若

干あるとは考えております。 

○河野委員 いや、実際にその労働があるかどうかなんですけど、ボランティアとしても、ある

のでしょうか。メンテナンスフリーが基本的には成立するのですか。 

○河川部長 基本的にはメンテナンスフリーに近いんですけれども、今現在はボランティアの方

が雑草を抜いて、まだ苗の状態ですので、雑草に対して弱いというところがございますので、

そういう雑草抜き、それからあと飛んできたごみですね、そういうのの対応などをやってい

ただいております。 

○河野委員 いや、費用便益分析的には、ボランティアであろうとも時間がかかったらそこはコ

ストにそれを入れるべきであるため、聞いたのですけれども、今のお話だとそれほど大きな

費用ではないということですね。わかりました。 

  結局、最終的にはぜひとも緑の防潮堤の費用便益分析をやってほしいと思います。例えば景

観に与える影響ってこれベネフィット・プラスですし、それからあと確率計算で津波がどれ

ぐらい来るのかというところで、地域によってももちろんベネフィットは違うでしょうけれ

ども、５分とか３分とか７分とか、どれぐらい遅れるのかということについても、例えば実

験などでベネフィットを明らかにしていただいて、これの有用性を費用便益分析で示してい

ただけたらと思います。 

○仙台河川国道事務所長 ありがとうございます。試算については先ほどご紹介しました別添資

料１－２の７ページのほうにご紹介しておりますが、ただちょっと精度の問題ございますの

で、ご指導のとおりまた今後努力してまいりたいと考えています。 

○平山委員長 奥村委員。 

○奥村委員 確認ですけれども、想定を超える程度の津波がやってきたときに、立っていた樹木
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の中の一部分というのが根こそぎ運ばれて、下流側、陸側に流されて、それが新たな被害を

もたらす危険性も全くないわけではないですね。実際に岩沼あたりでもそういう影響を受け

て壊れた家屋というものが実態としてあるのですけれども、ここの説明だと、例えば４ペー

ジのところですが、浸水被害を軽減する効果、避難のためのリードタイム等を長くする効果

等が期待されると書いてあるのですけども、この点は確認されているのでしょうか。あるい

はマイナスの効果は十分無視できるということが既に科学的に明らかになっているのでしょ

うか。 

○仙台河川国道事務所長 お答えさせていただきます。 

  まず樹木の流出につきましては、きちんと根入れの深さを確保できるような、そういう盛土

厚とかを確保して、そうならないような整備をしていくという考えを持っております。 

  それから、リードタイム云々ということでございますが、定性的には存在し得ると。国総研

等で実験もしておりますし、効果はあると。ただ、モデル化した実験でございますので、量

的なものはきちんとお示しができないというのが今の私どもの状況でございます。先ほど河

野先生からもご指摘いただきましたが、そのあたりは今後の課題であると考えてまして、ち

ゃんとやっていけば相当な数字はお示しできるんじゃないかと考えております。 

○平山委員長 奥村委員、よろしいですか。 

○奥村委員 いや、だから、今の段階で可能性があるものを否定するつもりはないのですけれど

も、この木を植えるという形で事業化すべき段階なのか、そういう可能性も含めて事業のあ

り方を検討するという、まだその検討の段階なのか、どちらと考えるべきなのかでちょっと

迷っています。もちろん効果も期待できると思いますが、一方でやはりマイナスのところが

どうやって防げるのか、先ほどの樹種との絡みもあると思いますので、そういうことを詰め

ていく必要があります。多分試験施工とかしていきながら、場合によっては模型実験みたい

なこともしながら、そういうものでこういう技術を確立していくというのは大事だと思うの

で、どこかでやらないといけないと思うのですけれども、実事業としてここで木を植えると

いうことを決める段階なのか、それともまだもうちょっとそういう方向で検討がされて、技

術が確立してきた段階で判断してもいいのかなと思ったりもするのです。今の立場というん

ですか、この確立されている技術の信頼の程度というのがちょっとまだ低いような気が残念

ながらするんですよね。 

○河川部長 ただいまの特に流木化の問題でございますけれども、今回の津波のときにやはり問

題となったのは地下水位近辺のところまでしか根がはいらなかったと。そのために根入れの
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深さが浅かったというところがありまして、特に今回沿岸の樹木が流木化したというふうな

現象があったということでございます。 

  したがいまして、今回は私どもの緑の防潮堤のほうでは十分盛土の厚さを厚くして根入れの

深さを確保することをやっているということでございまして、これは林野庁の防災林のほう

でも同様な対応ということで、地盤の上に土を盛って根入れの厚さを確保して木を植えてお

ります。そうしたことから、技術的にはそうした対応でやっていくというふうに私ども考え

ているところでございます。 

○平山委員長 奥村委員、よろしいですか。事業化する中でかなり試験的なものも含まれるとい

うことだと思いますけれども、まだ完璧な技術というところまでは、いろんな人のご意見も

違った意見がたくさんあるようですし、そのあたりも含めて実用化の中で試験的に確かめて

いくというお答えだと思います。 

  それで、先ほど河野委員、お金のほうにどういうふうに換算するかというところで、３分と

か５分とか、ああいう数字ですね、先ほど所長はどこかで試験をされて出てきたと言うんで

すが、もう少しその５分とか３分とかそういう数字の信頼性というのは何かないのでしょう

か。 

○仙台河川国道事務所長 例えば筑波の研究所で模型実験をしたときは、石張りといいますか、

コンクリート張りした上に樹木が生えたような状態での実験をしたときは５分近い遅延が出

たということは明らかになっていますが、それが規模が大きくなればどうなるのかというこ

ともございますし、あくまで模型で、それが再現性があるかどうかということもちょっとよ

くわかってないので、定量的評価は、本当は数字が出るという認識はあるんですけど、効果

があるという定性的なところで公式にはとどめさせていただいているわけでございます。 

○浜岡委員 私も先ほどの河野委員のご質問と同じ考えでして、これは新しいプロジェクトです

ばらしいものと思うのですが、最終的な便益がまだ計算途上であって完全なものではないと

しても、現段階でこのようになっているというぐらいの、もう少し踏み込んだところまで数

値を出していただきたいと思いました。 

  今回追加の事業費が１５億円ということで、全体事業費からするとそれほど大きくない。事

前の費用便益分析もＢ／Ｃの値が大きいということでしたから、事業に関してはほとんど問

題ないというのはわかります。ただ、もしこの事業のＢ／Ｃがぎりぎりの値でどうしようか

というときに、この１５億円という金額がプラスされたときのことを考えるとやはり危険と

思います。 
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  それで、現段階の状況でよろしいので、何か数値をしっかりと出してほしいと思いました。

今回まだ研究途上であって、先ほど実験的という言葉もありましたが、どのようなものが最

終的に最もすばらしいかまだわかってない中でも、ただ重要であるからスタートするという

ことは非常にわかりますが、これが次年度、その次へというように続かないためにも、でき

るだけ数値を出せるように努力していただきたいということを思いましたので、ぜひともよ

ろしくお願いいたします。 

○仙台河川国道事務所長 ありがとうございます。 

  ただいまのは宿題をいただいたと思っております。先ほどの資料１－２の７ページの下のほ

うに、試算といいますか、一応計算したものがございまして、オーダー的には恐らくこうい

うことだろうと。例えば３分と５分の破堤時間の遅延の効果がこの試算では６１億円という

のが計算できるわけでございます。恐らくオーダー的にはこういうことで、じゃこれが半分

なのか倍なのかというところは、そういう精度まではちょっとお示しできないと思います。

こういうつかみぐらいで見ていただけたらと現段階では思います。宿題としては、今後事業

を進めていく中でそういった作業もしなければならないというふうに受けとめております。 

○浜岡委員 ありがとうございます。 

  ただ、今の６０億円という数値はそのまま評価できないですよね。現在価値化しなければい

けない等ありますので、多分もう少し工夫が必要かと思いますので、これからよろしくお願

いいたします。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

○遠藤委員 先ほどご説明がありましたけれども、これからは海岸の堤防とかそういったものを

つくるときに減災ということを前向きに捉えていくということで、こういった試み、緑の防

潮堤をつくるということの意義は大変高いと思います。それで、実は土木もそうだし、林業

もそうだと思いますけれども、なかなか長い時間をかけて試みと検証を繰り返しながら我が

国土に一番いいのは何だろうかということを見出すという作業を、継続的にやらなくてはい

けないと思います。現時点で問題というか、わからない部分はあるとは思うのですけれども、

ある程度勇気をもって、ある程度投資をして、いい効果を取り入れていくという姿勢に変わ

ってきたのかと考えております。そういう意味ではこれからも継続的にこういったことをや

りながら、ずっといいものをつくっていくという姿勢を示していただければ大変ありがたい

ですし、ずっとそういう姿勢でやっていただければよろしいのかと思っています。 

○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でしょうか。 
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  たくさんいろいろな意見をいただきました。黒沢委員と九戸委員のご意見にありましたのは、

やはり地域に合ったものを専門家の意見を聞きながら注意深く試験的に進めることを施工上

気をつけていただきたいということでした。それから、正しい便益の見積もりにつながるよ

うな努力を続けていただきたいということでした。この２点があったかと思いますが、これ

を付していただきまして、事業の継続ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あ

り）ありがとうございます。それではそのようにさせていただきたいと思います。 

  それでは、次でございます。道路事業の事後評価５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、遠藤委員から説明をお願いいたします。 

○遠藤委員 道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループを２月４日に開催しまして、九

戸委員、北林委員と私の３名で検討を行いましたので、私のほうから選定結果についてご報

告をさせていただきます。 

  今回は、道路事業の事後評価５事業が対象となっております。ワーキンググループにて検討

の結果、一般国道２８９号甲子道路の１事業を重点審議事業として選定いたしました。 

  選定の理由は、甲子道路の開通により、これまで車両の通行が不可能であった区間が解消さ

れ、地域間の新たな交流連携が生まれるなど、事業の社会的インパクトが大きいということ

であります。 

  また、ご審議いただきたいポイントといたしましては、道路開通による地域経済社会への影

響及び事業費が増額となった理由についてでございます。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  一般国道２８９号甲子道路が１件重点事業となりました。ただいま審議のポイントといいま

すか、なった理由の説明がございましたけれども、それではこれにつきまして審議を行って

まいりたいと思います。 

  ご説明をお願いします。 

○郡山国道事務所長 郡山国道事務所長の酒井と申します。一般国道２８９号甲子道路の事後評

価についてご説明をしたいと思います。座って説明させていただきます。 

  お手元に資料２－１というものと参考資料という１枚紙、このような紙が１枚ついているか

と思います。それを使いましてご説明をさせていただきます。 

  まず１ページ目、本資料のほうの資料２－１、１ページ目でございますけれども、事業の目

的と概要ということで、今回の道路につきましては、甲子道路、これまで通行不能であった
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道路を解消する。それから、この道路が開通することによって会津地方と中通り地方、福島

県で言う会津地方と中通り地方が結ばれるということで、観光の活性化あるいは交流促進と

いったものがございます。また、広域ネットワークによる産業振興というようなことがあろ

うかと思います。 

  参考資料のほうの福島県の地図を見ていただくとわかるんですけれども、福島県の道路ネッ

トワークの中の位置づけということで、国道２８９号につきましては福島県のいわゆる南部

軸ということに位置づけられてございます。 

  計画概要でございますけれども、今回の対象となる区間、甲子道路不通区間でございますけ

れども、５．９キロということで、これにつきましては、２８９号、県の管理している道路

でございますけれども、直轄権限代行ということで、国が代わって事業を行うということで、

平成７年に事業化いたしました。平成１０年に工事着手をして平成２０年９月に全線開通と

いうことになってございます。 

  直轄権限代行でございますけれども、参考資料のほうにもちょっと書いてあるんですけれど

も、下のほうに書いてございます。今回の場合につきましては、甲子トンネルというトンネ

ルがございます。これが４キロを超える長大トンネルということもございますので、技術的

な困難な工事が予想されるということで、国のほうで事業となった次第でございます。 

  次のページに行きまして、先ほどの２枚目でございますが、平面図を拡大したことで位置関

係がわかるかと思います。福島県の県南地方、白河を中心とする県南地方と南会津地方を結

ぶ新たなルートとして計画されました。この開通によって白河市方面から、関東方面ですね、

関東方面から南会津のほうへ向けての玄関口になったということでございます。 

  ３ページ目をご覧ください。 

  開通前の甲子道路、これは表現のしようがないところがあるんですけれども、このような山

道だったということで、普通の登山道のところに国道標識が立っているのがわかろうかと思

います。通行不能区間ということと、それから開通前、下のほうにもありますけれども、前

後の区間でもこの先通行不能というような状態でございました。これが開通したということ

でございます。 

  次のページに行きまして、事業効果のお話をさせていただきたいと思います。 

  当然のことながら不通区間が開通したということで、この県南地域と会津地域を結ぶ時間の

短縮というのは非常に大きいものがございました。これにも書いておりますけれども、通常

期において約４割の時間短縮ということで、半分近い時間で行けるようになったということ
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でございます。また、下のほうに交通量等ございますけれども、現在では、平成２５年のデ

ータでございますけれども、平日で２，９００台、休日においては４，８００台という規模

の車が走っております。あと併せて事故のほうでございますけれども、事故につきましても

非常に、この区間が開通したということで、従前であれば、地図のほうに書いてございます

けれども、４００号と１１８号とかこの辺のところを通ってぐにゃぐにゃ道だったというこ

ともありますので、非常に事故が多かったわけですけれども、これが開通してスムーズに行

くようになって事故が減少しましたというようなことでございます。 

  続きまして、事業の発現状況ということで、各紙にご紹介していただいたものをここに参考

までに提示をさせていただいております。南会津地方の観光の入り込みも増加しているとい

うこともここに表現をされております。 

  続きまして、６ページ目になります。 

  事業効果の発現状況ということで、これは先ほどから申しておりますように白河方面から下

郷町、有名な観光地では大内宿というのがございます。そういったところへの観光客が非常

に増えたということと、それから関東のほうから来られる方がほとんどこのルートを通られ

てくるというような状況でございます。バス会社のほうからも非常にこのルートは観光のゴ

ールデンルートになったというような話をいただいております。 

  ７ページ目に行きます。 

  ７ページにつきましては、この甲子道路ができたことによって、ちょっと具体的な企業の進

出等について書かせていただいております。このところに「コトブキ」と書いてあるのと、

これは「香精（こうせい）」と読みますけれども、漬物会社でございます。こういったもの

が白河のほうからのアクセス性を理由に開業したというようなことでございます。また、併

せて、この甲子道路の途中に「道の駅しもごう」というところがあるんですけれども、そこ

におきましては非常に農産物の売り上げも順調に伸びているということでございます。 

  続きまして、８ページ目になります。 

  今まではどちらかというと数字的なものを申しておりましたけれども、今度は安全安心の立

場から申させていただくと、この甲子道路が結ばれたことによって、先ほど言いました県南

の会津のほうが結ばれたということがあって、この間でのいわゆる防災協定みたいな話、そ

ういった地域の交流を組むということが非常に多くなりました。特に会津地域と中通りの地

域におきましては、同時に災害が起きるということが非常に少ない、過去にもほとんど同時

に起きたことがございませんので、そういった意味ではお互いを助け合うというような姿が
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出ているということでございます。特に右下のところにあるんですけれども、郡、南会津郡

と西白河郡と言われる郡同士の協定ということで、こういったものも今年度結ばれたという

ようなことでございます。 

  続きまして、甲子トンネルの事業費の関係についてご説明をさせていただきます。 

  全体事業費が前回のご審議のときには１９０億円ということで、今回は２１９億円、２９億

円増という形になっております。これにおきましては、前回のときからトンネルの掘削等が

進みまして、それの岩質の変わる部分、それから一部重金属が含有して、それの対策とか、

そういったところの対策によりましてこの金額が増えてございます。 

  次のページに行きまして、具体的にどのようなことで増えたのかというお話をさせていただ

きたいと思います。 

  一つは、着手前、いろいろ地質調査等は行っていたのですけれども、それに対しまして実際

に掘っていったところで少し岩質の部分の判定が変わり、それによりまして下のほうに書い

てあります支保工と言われるトンネルの構造が変わりました。その関係の部分でこの岩質の

変更による増分が一つでございます。これがこのページでの説明でございます。この分にお

きまして大体１６億円の事業費が増加されたというふうになります。 

  その次のページ、これにつきましては、重金属が掘削されていた土の中から出てまいりまし

て、そこにちょっと書いてあるんですけれども、鉛、砒素、セレンなどが７万立方メートル

ほど出てまいりました。これの措置ということで、そちらにも書いてあるんですけれども、

濁水処理、水の処理と、それから要対策岩の処理につきまして行いました。これにつきまし

ては、下のほうに写真がございますけれども、要対策岩、水に濡れますと非常にいろんなも

のが溶出してしまいますので、こういった形で仮置きの施設を、保護施設を置き、さらに濁

水処理施設も設置し、最後は二重遮水シートということで、通常の産廃処理場の最終処分場

のような形で囲い込みを行いまして、盛土の中に入れたというような作業を行っております。

こういったことも含めまして、この分で１３億円の増になったということでございます。 

  最後のページでございますけれども、対応方針ということで、今回は通行不能を解消したと

いうこともありまして、現地においては観光の活性化や地域間の交流、産業振興が進行して

いるということもございますので、今後事後評価及び改善の措置は必要ないというふうに事

務局としては考え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。 

  この件、事後評価でございますので、効果が期待どおり発現しているか、あるいはさらに改
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善の必要はないかというようなあたりを判断していただきたいと思いますが、重点事業にな

った理由は、非常に珍しい効果の例ということと、事業費が２９億円増加しているという２

点だと思います。何かご意見ございましたらお願いしたいと思います。 

○成田委員 教えていただきたいところが１点ございます。１１ページのご説明の中で事業費増

に係る概要説明（３）のところで、要対策岩発生量として、対応の状況が３件、絵で示され

ております。重金属が出た場合に、集めて処理して、水質については例えばそういう産業廃

棄物処分場なんかですと２０年、処分場を閉めた後も２０年の対策費用を事前に準備する等

の対策がとられるのですけれども、こちらのそういう処理施設についてはそのような長期的

なコストというのはどのように認識すればよろしいのでしょうか。 

○郡山国道事務所長 この要対策岩の処理につきましては、先ほど申しましたように、この二重

遮水シートということで完全に封じ込めてくるんでしまって、道路の盛土の中に入れてしま

うということで、通常の最終処分場ですとオープンみたいな形になって、そこから先、水路

とかがあって、雨水とかが漏れ出さないかとか、そういうようなチェックをするんですけれ

ども、今回のものに関しましては全てを完全に包んでしまっております。ということがあり

ますので、そういった管理をさせていただいているということでございます。 

○成田委員 せめて中期的な調査とか、遮水シートからの漏水調査など、環境に与える影響に対

してはどのような対策をとられるのでしょうか。 

○郡山国道事務所長 これにつきましては既に福島県のほうに引き渡しているんですけれども、

当然ここにこういうものが埋まっているということと、それから周辺の状況等については県

のほうにお知らせをして、それのフォローをさせていただいているということでございます。 

○成田委員 そうしますと、その後発生するコストというのは、発生しないという認識でよろし

いでしょうか。 

○郡山国道事務所長 この中には当然のことながらそのコストは入ってございません。 

○成田委員 例えば調査等の対策は、そうしますと福島県の中で解決すべき問題であって、ここ

の議論としては外していいという認識でよろしいでしょうか。 

○郡山国道事務所長 建設費としては確かに見込んではおりませんので、そういった形になるの

かなと思いますけれども。 

○平山委員長 コストの中に維持費が入り込んでいるのかということだと思います。建設費だけ

がＣの部分になっているわけですか。 

○郡山国道事務所長 通常の維持管理費についてはコストの中に入っております。その範囲の中
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で管理をしていただくという形になろうかと思います。これに関して特別、費用分をという

形にはなっておりません。 

○平山委員長 なってない。 

○郡山国道事務所長 はい。 

○平山委員長 一般的な維持管理費は入っているけれども、特別にこれに関しては費用を見込ん

でいないという話ではないかと思います。 

○遠藤委員 トンネルの掘削でお金がかかったことについて質問させていただきます。 

  土質区分で当初硬岩が１，６０３メートルあるはずだと。実績はゼロになってしまって、結

局硬岩はゼロで、あとは中硬岩と軟岩だったということで、よく見ると平成１１年度既往地

質調査（県）を再精査した結果をもとに岩質性状を予測と書いてあるのだけれども、ボーリ

ング１０本ぐらいやっていますが、例えば当初の孔というのは間違っていたということです

か。どうして間違ってしまったのだろうかということを教えていただきたい。 

○郡山国道事務所長 一応これにつきましてはボーリング調査と併せて弾性波探査を行いまして、

その結果で当初の判定をしたということでございまして、弾性波探査のほうも精度等ござい

ますので、実際に掘削してみて細かい性状を見てみると、それからトンネル断面、ある程度

の断面ございますので、その中でそこをどう判断するかというその面積的なものもございま

すので、部分的に硬岩のところもあったかとは思うんですけれども、最終的にその面として

は中硬岩という判断になったということでございます。 

○遠藤委員 ボーリングを実施したり、その結果を判断して、当初と書いたのは国土交通省のほ

うですか。県が行ったのではなくて、国が行ったということですか。 

○郡山国道事務所長 平成１１年度のものにつきましては私どものほうで行いました。 

○遠藤委員 実際と当初の予測というものを、見せてもらうことはなかなかチャンスがないので

質問させていただいたのですけども、重金属が出るというのも大体わかっていたのですか。 

○郡山国道事務所長 この区間において、いろいろ、最終的に重金属が出るかどうかという話に

ついてはやはり掘削していかないとわからない部分はあるんですけれども、当初として、こ

のような比較的火山が近いところでもありますので、そういったものが出るのではないかと

いう頭はあったんですけれども、具体的に何が出るかというものに関して言えば、掘削して

実際に性状調査してみないと、分析をしてみないとわかりませんので、そこで最終的に、今

回の場合、鉛とかセレンとか砒素とかといったものの分類によってそれぞれ対策が変わって

まいりますので、具体的に事業費に加えたという形になります。 
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○遠藤委員 実は、地方によって地質はがらっと変わるらしいですね。ですから、その山の近く

で前に掘ったトンネルとかあれば参考になる場合もあるし、全く当てにならない場合もある、

なかなか難しいのかと思っております。それでも事故もなく掘って完了したというだけでも

大したものなのかと考えていますけれど。ありがとうございました。 

○平山委員長 先ほどの成田委員のご質問で、軟岩の処理をしてしまったとすれば、今後余り手

を入れる必要はないというご判断でしょうか。そうであれば維持費の問題はなくなるわけで、

よろしいと思いますけれど、いかがですか。 

○郡山国道事務所長 基本的に手を入れないであろうという形での施工をさせていただいており

ます。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○成田委員 環境問題を考えたときに、調査等の後フォローとしてどういう影響が出るかという

のはどこで実施されますか。今のお話ですと福島県で所管されているので、それは福島県に

委ねていると。こちらは通常の維持管理費用をもってコストとしていることで間違いないと

いう認識でよろしいでしょうか。 

○郡山国道事務所長 そのとおり、通常のいわゆる維持管理費の中でそういったところの部分に

ついてもフォローしていくということになると思います。 

○平山委員長 よろしいですか。ほかに何かございませんか。 

○河野委員 一つ一つのプロジェクトについての見直しが、今回は改善の必要はないのではない

かということですけど、今回は事業費が１５％ぐらい増加しているということで、過去の事

業費の予測を見てみると、大きく増加する方向ばかり試しているのですね。ということから

考えるとやはりそういう予測ではまずいのは明らかで、平均値にできるだけならなくてはい

けないので、費用の見積もり方についての改善案というのはぜひとも検討しなくてはないの

ではないかということです。 

○平山委員長 いかがですか。 

○郡山国道事務所長 確かに事業費が伸びていることは事実でございますので、できるだけ私ど

も事業化の段階で精査をするということについては今後とも不断の努力をさせていただきた

いというふうに思っております。 

○河野委員 恐らく精査だけではなくて、不確実なのは確かですので、その不確実をどういうふ

うに見込んで予測するのかというところを考えるべきではないかと思います。楽観側で見る

のではなくて、平均値としてどれぐらい、不確実、不安なほうを見るのかということを検討
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したほうがいいのではないかと思います。 

○郡山国道事務所長 ありがとうございました。 

○平山委員長 ちなみに、今回の事業費の額というのはどんな水準にあるのですか。地質関係で

事業費が増加することが非常に多いのですけれども、一般的なそういうものの道路に比べて

今回の道路というのはどんな割合になっているのですか。 

○道路計画第一課 お答えさせていただきます。 

  今年度の再評価の委員会でも簡単にご説明させていただきましたけれども、平成１０年度か

ら再評価をやってございまして、これまで約２５０事業、再評価やっております。その中で

事業費が増えたもの、それから減ったものございますけれども、その増えたものの中で今回

の甲子道路２９億円増でございますけれども、率にしますと１５％増ということになってご

ざいます。一番今まで事業費の増加率の高いものあるいは高くないもの、そういったものを

全体で見たときに、大体中位の付近にあるというふうになってございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。そのような状況にこの事業はあるということの報告でご

ざいます。ほかに何かございませんでしょうか。 

○遠藤委員 河野委員からも先ほどご意見があったかと思うのですけども、私の感覚で言うと、

トンネルというのはやはり長ければ長いほどちょっと異変が起こったら相当金がかかります。

これがどの程度なのかというのがよくわからないけれども、橋とか余り形状を変えなくて済

むのに比べれば、たとえばある長さ全部Ｈ鋼で補強して、厚さを５０ミリ増やして、下にイ

ンバートを入れる変更などが生ずるとあっという間に単位長さ当たりの単価が相当大きくな

りますので、やむを得ないかと思います。努力して何とかこのぐらいでやるのだと言って見

積もって、後で、すいません、実際は予期しない事情で工事費が増えてしまいましたという

のが誠実なのかと思います。そういう意味ではやむを得ない範囲に入っているのかと思いま

す。 

○平山委員長 確かに節約されて事業費を下回っているケースもありますし、上回っているのが

多いのですけれども、そういう中で、それだったらもう少し検査をしっかりやったらいいの

ではないかという意見もございますけれども、検査ばかりにお金をかけてもというのも意見

だと思います。ですから、ある程度はやむを得ないのかという感じがいたしますけれども、

これまでの統計をとられていると思いますので、この事業費のところはどんなような状況に

なっているかぐらいはお話しいただくようなことで、今後進めていただけませんでしょうか。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 
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○浜岡委員 ２点ありまして、先ほど成田委員のほうから質問がありましたように、重金属を含

む土壌があったということで、今回は二重遮水シートにより全て覆い隠したということにな

ります。どのような土かわかりませんが、少しサンプルを取って、もしどこかの会社でこれ

を使いたいというところがあれば、それを売却するというのでしょうか、それで再利用する

というのも、もしかしたら既にチェックされたのかもしれないですけれど、されてないとし

たら、今後そういうところはチェックして、もし使えるならば使っていくということも考え

ていただきたいというのが１つ目です。 

  ２つ目は、この甲子道路についてだけではないのですが、ほかの全ての事後評価について共

通するかと思うのですけど、今回ご説明いただきました事後評価につきましては資料２－２

で費用便益分析を非常に細かくといいますか、これが普通のフォーマットかもしれませんが、

十分にされていて、全く問題ないと思います。５年後、今の時点で費用便益分析をしてもし

っかりと便益が大きく出ていて、Ｂ／Ｃ上問題ないというのが確認できました。ということ

で、事業費が増えていたというようなハプニングも起きましたが、問題ないというのはわか

りますが、評価の時点がこれだけではないのではないかと思っています。というのも、費用

便益分析で見るのは事業が始まってから４０年先、５０年先、ある一定の長さで見て評価す

るものです。それだけでなくて、今回５年後の再評価ですから、１年目、２年目、３年目、

４年目、５年目というように、例えば５回評価できると思うのですね。つまり想定していた

ことが本当に起きていたかどうか。例えば３便益の中で交通事故がありますが、事故が本当

にどれぐらい減っていたのだろうか、どれくらい減少便益が生じたか、恐らくデータでチェ

ックできるのではないかと思います。そういう複式会計のような違う視点でもう一つチェッ

クをすることも必要ではないかと思います。すいません、事後評価においてそれは必要ない

ということが決められているのであれば無駄な意見ですが、ぜひ、単年度単年度で見て想定

どおりうまくいっていたか、もちろんうまくいく年もありますし、いかない年もあるし、そ

こをしっかりとチェックすることが今後の将来の便益を見積もる上での一つの物差しになる

かと思いますので、そこが抜けているのは何か少し違和感を感じるというか、もう少しそこ

までやっていただきたいと感じましたが、このあたりはどうなのでしょうか。 

○平山委員長 事業が完了して５年ぐらいたつと十分にその効果が発現されるということで、事

後評価については５年というような目安になっているとは思いますけれども、何かございま

すか。 

○道路部長 道路部長の川﨑でございます。 
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  今、浜岡先生のほうからご指摘がありましたように、今の段階としては５年という枠組みで

チェックをかけておりますけれども、実は我々としまして、事業をやった上での効果という

ものはきちっと納税者の方あるいは利用者の方にご説明するということで、これは例えば１

カ月後、半年後、１年後にどれだけの効果、例えば渋滞削減であったり、事故率がどれだけ

減っているのかというものはきちっと、こういう評価という意味合いと、使った費用に対し

てどれだけ効果があったのかということを地域の方にお示しするというところで実はその補

完をしております。そういう意味で、先ほど言いましたように、大体１カ月後、半年後、１

年後といって、今回は５年後できちっと今度はこういう指標で整理をするということでやっ

ておりますので、そういう意味で、できるだけ事業の効果というものを知っていただくとい

う視点では取り組んでおりますので、今の先生のご指摘も踏まえて、さらにそれを改善して

いければと思っております。 

○浜岡委員 どうもありがとうございます。 

  １年後、２年後、３年後と言いましたのは、この費用便益分析で毎年の便益が出ていました

ので、それが過去の、今５年目ですが、４年目と３年目でそのとおり出ていたかどうかとい

う確認が必要ではないかということでしたので、それにこだわっているわけではございませ

ん。ただ、今の５年後でもしっかりと想定どおり出ていたというものが示されていてほしい

と思いました。それだけのお願いでした。 

○平山委員長 前段のほうのご意見、資源は再利用していただくことは、現場のほうでお願いし

たいと思います。ほかに何かございませんか。 

○間庭委員 ５ページ以降に開通の効果が示されておりますが、特に６ページのところには新た

な観光ルートの確立というマップがありますけれども、私どもは、ここに書いてあるとおり

平成２１年に開通して以来、震災が２３年にあって、右側の６ページの茶色の棒グラフを見

ますとまだまだ回復途上のグラフであります。 

  実際に、ご承知のとおり震災以降、福島県は特に原発のことがあって大変福島県全体が落ち

込んでいる中で、まず観光交流振興で会津が先陣を切って福島へ行こうという、あるいは行

っても大丈夫だという非常に牽引力を発揮したところでありまして、それに「八重の桜」な

どいろんなものが重なりまして、大変福島の元気を牽引した会津地域であります。 

  その会津と非常にゆかりの深い大内宿その他この辺は非常に大きな吸引力のあるところであ

ったのですが、ここの白河駅から会津方面への有力な役割を今回甲子道路が果たしたという

ことと同時に、言わずもがなですが、首都圏あるいは東北からの回遊商品のルートを見ます
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と、郡山駅から会津、大内宿、白河というルートもありまして、これがいわば回遊力を非常

に高めたという点では、物流は同じところを行って戻ってくるのですが、観光は必ず同じル

ートを戻らないで回遊するという性格を持っているものですから、甲子道路の開通によって

震災以降かなり大きな力を発揮して、福島の会津地域の交流人口がまず狼煙を上げて、その

ほか福島のいろいろな地域にいろいろな復興支援あるいは交流人口の呼び込みを果たしてい

った役割は非常に大きいということがありまして、そういう意味で、ここのピンクの矢印は

直接的なルートのことを書いてありますが、実際には郡山ルートからの回遊も含めた大きな

リンクの役割を果たしているということで、我々としても全国の商工会議所その他に対して

福島の応援を頼むときに大きなルートになっているということも併せて評価の中に、言わず

もがなでありますけれども、効果について高く評価したいと思っております。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございます。九戸委員、ございますか。 

○九戸委員 ３ページの整備状況の開通前の写真、ここに道路表示があるのですけれども、青森

県にも階段国道というのがありますが、これもやはり国道なのでしょうか。気になるのは、

未だにこういう状態の国道というのがあるものかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○郡山国道事務所長 今ご指摘のあった青森の階段国道というのもこういう状態です。 

○九戸委員 観光道路です。 

○郡山国道事務所長 道路法の中で国道の指定というのが、起点と終点が決まっているものです

から、その間に不通区間があると今言ったようなこういった部分の道路ができてしまうとい

うのと、あと併せて、実は海の上も国道に指定されているところが幾つかございまして、そ

れも起終点の関係で法律上そうなってしまっているというのがあります。そんなようなとこ

ろです。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

  間庭委員、先ほどの効果が非常にたくさん出たということでございますが、何かこの結論に

そういう言葉をつけ加えますか。 

○間庭委員 やはり復興以降の働きが大きいということは無視できないと思います、福島が非常

に落ち込んだのが大きいだけに。岩手とか秋田の例とはちょっと違う位置づけをしたほうが

よろしいのかと思います。 

○平山委員長 ほかにございますか。 

○大久保委員 関連してですけれども。私、学生時代に下郷町に測量実習で入ったことがあるの

ですけれども、文化圏があそこは違うと。浜通りと会津は全然違っていて、この道路の役割
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というのは恐らく歴史、文化まで及ぶようなかなり大きな役割を果たす、将来的にですよ、

便益には表れないかもしれないけど、そういう実感を持っています。下郷町もその当時は夜

中に散歩するのにバットを持っていけと。それは熊がうろつくところで、それで店屋も本当

にわずかしかなくて、パチンコ屋も何か１軒ぐらい小さいのがあったくらいで、本当に田舎

でした。さらにその奥の会津田島とか檜枝岐というところは本当に明治以降に発見されたの

ではないかと思うぐらいのところで。ここでこの道路ができてさらに実感したのは、私、大

内宿に行って、やはり観光客が相当増えているし、町並みも下郷町ががらっと変わっている

というのを見て、この道路は本当に従来の評価方法では評価できないような価値を何か有し

ているような、そういう感じがいたしましたので、先ほどのご意見に私も賛成ですね。震災

以上のものがあるというか、そういう感じでした。 

○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すか。 

  なければ、まとめとしてお諮りしたいと思いますが、対応方針（案）として、十分な効果が

発現しているということで、今後の事後評価の実施及び改善措置実施の必要はないというこ

とになっておりますが、今ご意見ございましたように、その前に、この事業の非常に大きな

効果について一言入れていただくということにして、それをお諮りしたいと思いますが、い

かがでしょうか。ご了解いただけますか。（「はい」の声あり）それでは、そういう方向で

対応方針（案）ということにさせていただきたいと思います。対応方針の前にそういう前文

を入れてほしいということにさせてください。 

  それでは、次、要点事項の審議を行いたいと思います。 

  要点事項は、一括説明、個別審議でまいりたいと思いますので、４件の審議につきまして一

括説明をお願いいたします。 

○岩手河川国道事務所長 岩手河川国道事務所の高橋でございます。 

  花巻東バイパス並びに平泉バイパスにつきまして、説明させていただきます。失礼します。 

  資料３－１をご覧ください。１ページでございます。 

  花巻東バイパスでございますけれども、交通の混雑の緩和あるいは交通安全の確保、沿道環

境の改善を目標といたしました事業でございます。昭和６２年に事業化いたしまして、２回

ほど部分開通を行いつつ平成２０年に全線開通しております。 

  ３ページをご覧ください。 

  写真が載っておりますとおり、バイパスの開通に伴いまして現道の混雑が緩和しております。 

  ４ページにまいります。 
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  整備効果の発現状況をお示ししております。現道の交通量の約４割がバイパスに転換したこ

とによりまして、渋滞の長さが９割減少、夜間の騒音についても環境基準を満足するように

なりました。 

  ５ページをお願いいたします。 

  このバイパスに交通が転換したことで、国道４号の旅行速度、車の走るスピードが向上して

おります。また、下のグラフをご覧いただきますと、現道の交通事故の死傷者、事故数、件

数が約６割減少しております。 

  ６ページをご覧いただいてわかるとおり、新聞記事などでもこのようにその整備効果を報道

いただいておるところでございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  花巻東バイパスの近くにございます花巻流通業務団地、右側の図面の黄色い吹き出しのとこ

ろにございますけれども、これは交通のアクセスがいいことから、ほぼ全て売れている状況

で、あと１区画が残るだけと聞いております。 

  ８ページでございます。 

  このバイパスでございますけれども、石鳥谷、これは花巻市の中でも北のほうにあるところ

でございますけれども、東和、これは花巻市の東のほうです。北や東からの救急搬送にも多

く使われておりまして、救急隊員の方のお話ですと、スピードを上げたり減速が少なくてス

ムーズに走れるという声をいただいております。 

  ９ページをお願いします。 

  また、空港と県内各地を結ぶエアポートライナー、乗合タクシーのようなものでございます

けれども、これの利用の中では、現在特に工業団地が集積する北上金ケ崎、このバイパスの

さらに南のほうに位置するんですけれども、の利用が増えておりまして、このときに花巻東

バイパスは大変円滑なアクセスに寄与しているというふうに聞かされております。 

  １０ページをお願いします。 

  下段のほうに対応方針案を載せてございます。この事業でございますけれども、当初の目的

に対し効果を発現しておりますので、今後事後評価及び改善の措置の必要はないというふう

に考えているところでございます。 

  続きまして、資料４－１に移ってください。１ページでございます。 

  平泉バイパスでございますが、これはちょうど平泉の町の中を走っております。中尊寺の前

のところの交差点を通っておりました。もともとの国道ですね。そこの交通の緩和、混雑の
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緩和あるいは交通安全の確保、沿道環境の改善を目的とした事業でございます。昭和５６年

に事業化いたしまして、平成１１年度に南側を部分開通、平成２０年度に全線を開通してお

ります。 

  ３ページにお進みください。 

  先ほどと同様でございます。写真、左右を見ていただきますと、整備前の混雑状態から現在

は現道がかなり緩和したところでございます。 

  ４ページをお願いします。 

  現道の交通量は約７割から８割、バイパスのほうに転換しております。 

  ５ページをお願いいたします。 

  休日の旅行速度が約５割向上しておりまして、死傷事故件数も約８割減っております。夜間

の交通騒音もバイパスの整備によりまして環境基準値以下となっております。 

  ６ページをお願いいたします。 

  整備効果につきましては、このように新聞記事にも掲載していただいております。渋滞の緩

和あるいは騒音レベルの改善などが紹介していただいておるところでございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  観光につきましては、平泉、世界遺産に登録されたこともございまして、昨年度は過去２番

目の入り込み客数を記録しております。平泉においでになる観光客の半数以上が自動車ある

いはバスを利用しているという状況にございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  また、併せてですけれども、バイパス開通を機に関係機関と一緒に平泉観光渋滞対策という

のを行っております。バイパス開通によりまして、大幅な交通転換もありまして、藤原まつ

りの開催中などは現道の最大渋滞長が半分程度まで減っております。 

  ９ページをお願いします。 

  また、現道のほうでございますけれども、バイパスの整備と併せまして、平泉という観光地

でございますので、桜並木の形成あるいは歩道を十分に整備するというアメニティ道路とし

て併せて整備をさせていただいているところでございます。 

  １０ページをお願いいたします。 

  また、先ほど申しましたとおり、非常に観光地であるということから、バイパス自体も景観

に配慮しております。景観への取り組みとしましては、文化財からの眺望に配慮いたしまし

て、初めは堤防の上、実はこのすぐそばに北上川の堤防が走っておりますが、この堤防の上
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を走る予定であったものを道路だけを下におろしまして、構造変更して直接見えないように

し、道路の交通を見えないようにし、平泉の魅力を極力阻害しないように配慮し整備してい

るところでございます。 

  １１ページをお願いいたします。一番下のところでございます。 

  対応方針案でございますけれども、事業当初の目的に対しまして効果を発現しております。

よって、今後の事後評価あるいは改善措置の必要はないと考えているところでございます。 

○仙台河川国道事務所長 続きまして、仙台河川国道の案件でございます。 

  資料５－１をご覧いただきたいと思います。 

  対象は、一般国道４５号桃生登米道路、三陸沿岸道の一部でございます。 

  １ページ目をお願いいたします。 

  事業の目的でございますが、桃生登米道路は三陸沿岸道の一部を形成するとともに、宮城県

北沿岸地域の交流連携の促進、それから緊急輸送道路の信頼性の向上、この３つを目的にし

ております。石巻桃生町から登米市中田町、昔の登米町ということになります、に至る１３．

８キロの自動車専用道路でございます。平成５年度から事業化をいたしまして、平成２０年

度に下の断面のような暫定２車線で全線開通をしております。 

  １枚おめくりください。 

  桃生登米道路を含む三陸沿岸道路は、仙台市から青森県八戸市に至る３５９キロの現在復興

道路として全線開通に向けて事業中でございます。 

  １枚おめくりください。 

  写真４枚ございます。整備状況でございます。左上の写真は、桃生登米道路開通前の並行す

る国道４５号の渋滞の状況でございます。右下は開通後の桃生登米道路で、交通量がこちら

に転換しまして、スムーズに流れていることが確認ができます。 

  １枚おめくりください。４ページでございます。 

  並行する道路の交通量の変化を見てまいりますと、左上グラフの真ん中のところ、国道３４

２号ではこの開通によりまして交通量が半減しております。また、その下のグラフ、旅行速

度も３．５キロばかり向上しておりまして、この自動車専用道路だけじゃなくて一般道のほ

うも円滑な交通が確保できているという状況でございます。 

  １ページめくってください。 

  新聞記事でございます。当時の開通直後、それから１カ月たったときの新聞記事でございま

す。効果、ご評価いただいているところでございます。 
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  ６ページにまいります。 

  こちら緊急輸送道路としての活躍ぶりをご紹介しておりまして、東日本大震災の折には国道

４５号が、このちょうど左のところの橙色の線でございます。１１カ月間通行止めになった

わけでございますけれども、このときにも桃生登米道路が活躍しまして、救助、救援等に役

立ったわけでございます。 

  ７ページお願いいたします。 

  こちら桃生登米道路の開通によりまして、石巻赤十字病院というのは高度な医療機能を持っ

たところでございますが、登米市からそちらに行くことが容易になったということで、使わ

れる度合いが、率が、搬送割合が倍になったという資料でございます。消防関係者からも高

い評価をいただいておるという資料でございます。 

  ちょっと端折りますが、８ページは工業立地の状況で、自動車関係のところを中心にどんど

ん立地が進んでいるという資料でございます。 

  ９ページ、１０ページ、同様な内容が入っておりますが、省略させていただきます。 

  最後のページ、まとめでございます。対応方針案のところを読み上げさせていただきます。 

  このような顕著な内容でありましたので、このようにまとめておりますが、事業の当初の目

的に対し、宮城県北沿岸地域の交流連携の促進、緊急輸送道路の信頼性の向上等の効果を発

現している。今後の事後評価及び改善措置の必要はないと考える。引き続き三陸沿岸道路の

早期全線完成のため事業進捗を図るとともに、今後の交通状況等を注視するという内容とさ

せていだたいております。以上でございます。 

○福島河川国道事務所長 最後になりましたけれども、一般国道本宮拡幅事業について、福島河

川国道事務所長の安部よりご説明いたします。 

  １ページ目をお開きください。 

  本宮拡幅事業でございますけれども、本宮は郡山市の上に位置する本宮市でございまして、

本宮のほうから北のほうに約８．９キロの道路の拡幅、２車線から４車線の拡幅事業でござ

います。昭和５３年に事業化し、平成２１年３月に全線を開通しております。 

  ２ページ目お願いいたします。 

  右の図にございますように、福島市から郡山市に向かう大幹線道路の唯一残った２車線区間

でございまして、この事業により４車線化したというところでございます。左のほうの写真

を見れば４車線になったところがわかろうかと思います。 

  ３ページお願いいたします。 
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  ２車線から４車線になった前後の写真でございます。上のほう、下のほうを見てわかるよう

に、交通の流れが変わっていることがわかろうかと思います。 

  ４ページ以降、事業の効果について６点ご説明いたします。 

  まず４ページ目、１つ目でございますけれども、渋滞の解消でございまして、棒グラフがご

ざいます。整備前と整備後でどれほどの渋滞延長が変わったかというところでございますが、

かなり劇的に渋滞が解消していることがわかろうかと思います。 

  次に５ページ目でございます。 

  事故の削減でございまして、左の図でございますけれども、青い棒グラフは、これは開通し

た割合でございます。２車線が４車線になっていった割合が年を追うごとに広がっていると。

棒グラフのほうは交通量でございまして、開通が増えていくたびに交通量が増えていく。一

方で、赤いグラフは死傷者、死傷事故率でございまして、それが下がっていっているという

状況で、最大約７割の事故が減少しているところでございます。 

  次に６ページ目でございます。 

  走行性の向上でございまして、走行性、つまり走行スピードでございますけれども、左の図

にございますように、平均２１．３キロ、これは渋滞の混雑の目安でございますけれども、

そこから約８割の走行速度の向上が見受けられます。 

  次に７ページ目でございますが、この整備効果について、地元の新聞等々広く広報されてい

るところでございます。特に朝晩のラッシュの緩和というところが大きな目玉でございまし

て、これは８ページ目の都市間の流動の活発化というところにも記載しております。右の上

のほうに１１５分から９５分、７０分とございますけれども、これは福島市から郡山市にか

かる所要時間でございまして、供用前は約２時間弱かかっていたところが供用後は１時間少

しで行けるようになっております。と当時に、左下のほうにございますけれども、通勤流動

の変化というところで、供用前は約３，９００人というところが約６，１００人という形で

１．６倍の通勤の流動の増があったというところでございます。 

  次に９ページ目でございまして、地域産業の促進でございます。ここは並行する高速道路、

本宮インターというのがございまして、ここと国道４号がほとんど接するかのようなアクセ

スを持っているものですから、ここの国道４号の拡幅したところには工業団地の進出が目覚

ましいものがございます。さらに、それと同時に大型店舗も進出しておりまして、ここの区

間に交流する、いわゆる製品出荷額が約５倍弱になっております。このあたりはやはり交通

の流動化とともに地域の産業、経済の向上に資したというところでございます。 
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  １０ページ目、救急搬送の支援でございまして、こちらには枡記念病院という大きな地域医

療を担う病院がございまして、こちらに向かう救急医療に今回の２車線から４車線の拡幅が

多大な貢献をしているという事例でございます。 

  最後になりますけれども、１１ページ目、総括でまとめておりますが、当初予定していた目

的に対して、今回の２車線から４車線の拡幅でございますけれども、ボトルネックの解消や

アクセス性の向上等効果を発揮しているということで、今後事後評価及び改善措置の必要は

ないと考えているところでございます。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  ４件ご説明をいただきましたけれども、国道４号に関わるものが３件でございまして、主要

な４号にかなり手が入って改善されてきているという印象を受けました。また、復興に関わ

った国道４５号の工事の事後評価ということで、重点的な施策というのが行われている様子

をうかがうことができたわけでございます。 

  それでは１件ずつ判定をさせていただきたいと思いますが、まず一般国道４号花巻東バイパ

スにつきまして、何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。ございませんか。 

  それではお諮りをしたいと思いますが、十分に効果が発現されているように思いました。そ

れで、今後の事後評価の実施及び改善措置実施の必要はないという対応方針（案）でお認め

いただけますでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございました。 

  それでは、次でございます。一般国道４号平泉バイパスにつきまして、何かございませんで

しょうか。どうぞ何かありましたら遠慮なく。よろしいですか。 

○浜岡委員 資料の４ページで交通量の推移、また５ページで速度、事故の推移という表が出て

いまして、これを見ますと効果が十分に出ているということは確認できて、非常にいいこと

と思いました。 

  ただ、先ほどの質問とも関連するのですけど、この変化が当初予想された変化なのか、それ

よりも大きく出ているのか、十分でないかという意味のチェックをしていただきたいという

ことです。それは、先ほどタイミングを逃して質問できなかったのですけど、花巻東バイパ

スやほかの道路についても一緒で、当初の予想どおり、もしくはそれより大きく出ていると

か、そういうところの確認も追加でお願いをしたいということでした。 

  それと、この４事業は全てバイパスでして、今までの道路が渋滞していて、それを解消する

ためのよい整備と思います。ただ、これが未来永劫ずっとこのような旅行速度を確保できる

かというと、今までのバイパスを見ていますとなかなかそのとおりになってないというのが
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非常に多く見られるかと思います。バイパスであり、トラフィックのための幹線道路ですの

で、そのサービスレベルをずっと維持できるように、メンテナンスといいますか、一番いい

のは立地の規制ですが、それはなかなか難しいと思いますけど、何かしら速度が維持できる

ようなことを継続的に考えていただきたいということはぜひとも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。 

  最初のご質問について、何か現場で担当されていて、ございますか。 

○岩手河川国道事務所長 交通事故あるいは交通量、交通量もかなり先の推計値のもとにやって

いますので、現時点ではそれよりも若干多いような状況もございますので、直近５年の分の

動向を踏まえて効果が大きいか少ないかというのを検討してみたいと思います。 

○浜岡委員 大きいことは非常にいいことかどうかはまた別ですが、その違いをまた評価してこ

れからにつなげていただきたいということですので、そのための数値をお願いしたいと思い

ます。 

○岩手河川国道事務所長 ありがとうございます。 

○奥村委員 後でかかる事業とも関連するのですけれども、事後評価の目的ですけれども、一つ

は個々の事業が当初考えられているような効果を発揮しているかということもあるのですが、

一方で事業評価の手法自体が、今後必要になってくるようなニーズに応えたような手法にな

っているのかどうかということのチェックというのが必要ですね。 

  そういうようなことで言うと、ここの平泉では特に景観について、例えば景観をよくしたこ

との効果とか、そういうものが出ているはずなのであって、そういうところへの配慮という

のが事前に評価したときに十分考慮できていたのかどうか、あるいは今後の評価においてそ

ういう効果を積極的に入れていけるかどうかということについてのコメントが欲しいですね。 

  だから、この事業のＢの妥当性がどうかではなくて、手法として考えたときは、今の主要３

便益の評価の手法を用いる場合には、残念ながら景観をよくするためにＣがもうちょっとか

かるようなことをやっていたら、便益、費用便益比が落ちてしまいますよ、ということにし

かなりません。そこで、こういうところのようなことを考慮するためにはこういうような評

価方法ができますよとか、こういうようなことをプラスアルファして評価したほうがいいで

すよというような、評価の仕組みの改善についてのコメントをつけてほしいです。 

  だから、事後評価では、ここまで実施してきたものをについて、「失敗でしたね、だからや

り直しましょうという措置が必要ですよ」という結果はそんなに出てくるとは思えません。

ではわざわざここで審議している意図というのは、多分「これまで評価が難しいとされてい
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たけれども、やはりこの地域にとっては大事だということがあれば、次はそういうものを積

極的に評価していきましょう」ということなのだろうと思います。そういう意味で言うと、

ここでは特に、平泉では特にそういう効果があるはずなのでコメントしていただいたほうが

いいかと思います。 

○平山委員長 奥村委員、これからの評価のやり方についてのご意見とお伺いしてよろしいです

か。 

○奥村委員 そうですね、はい。 

○平山委員長 それでは、非常に大切なご意見だと思いますので、そういうことを踏まえながら、

そういう点にも触れながらこの事後評価の報告書をつくっていただきたいと思います。 

  せっかくですから、今回平泉の例が出ましたので、今回でもそういうことが果たして、こう

いう前向きな評価をしたらもっといいと、あるいはこういうふうにやったほうが評価として

は次の事業につながると、そのようなことがありましたら、所長のほうからお願いします。 

○岩手河川国道事務所長 よろしければご指導いただきたいんですけども、例えば観光客の増分

とかでカウントしようかなとも今考えたんですが、世界遺産になったということがとても大

きくて、あるいは大震災の影響なんかもあったと思いますし、なかなかそういう観光客の増

減でははかりにくい状況がございます。また、ほかにちょっと考えられるのは、ＣＶＭぐら

いかなとも思うんですが、例えばどんなような手法があると、その辺、景観というのは金銭

価値化できますでしょうか、ご指導いただければありがたいんですが。 

○奥村委員 必ずしも定量的に評価しろと言っているのではありません。例えばちょっと伝え聞

いているところだから不正確だったら申し訳ないですけれども、世界遺産に登録のときに柳

之御所の部分のところで、建物とか駐車場とかが前面に出てしまうような当初の計画があっ

て、その後周りに何もないというような形に見直しをされて、全体の世界遺産登録に向けて

の構想に合わせて手を入れられた、というようなことも聞いています。つまり、うと、こう

いうところだと、そういう側面をきちんと計画に入れていくことが大事だということを書い

ていただければ、別にそれを数字にしてＢに足せというわけではないのです。 

○岩手河川国道事務所長 わかりました。ありがとうございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  そういう視点は非常に大切だと思いますので、ぜひとも今後の報告書の中で触れていただけ

ればありがたいと思います。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 

-30- 



○間庭委員 些細な話ですけれども、平泉は世界遺産ということもあって、その前後から旧道の

観光客が非常に多くて、しかも観光施設が旧４号といいますか、旧国道の西側に重要資源が

あって、右側にレストハウスとか駐車場ですとかそういうものが結構ありまして、団体客な

どがかなり無理に横断しているのが見られます。ですから、バイパスがこういった形で機能

して交通流が確保できたことによって旧４号の車両交通量が大幅に減った、特に大型車の通

過交通が減ったことにより、観光客の本来無理な横断とかがあるのですけれども、事故を相

当抑制している効果が、目に見えないのですが、あるというふうに、私は、相当何回もこの

辺へ行って確認しています。本当に危ない状態ですが、交通規制でなかなか、係とかいるの

ですが、制止を守らないで動いている方もたくさん見受けられますので、そういった意味で

は、今も議論出ましたが、数量的に把握できない効果が相当観光地としてあると思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  なければお諮りしてよろしいですか。平泉バイパスでございますが、今後の事後評価の実施

及び改善措置実施の必要はないという対応方針（案）どおり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した。 

  それでは、次に国道４５号桃生登米バイパスについて、ご意見、ご質問をお願いいたします。

いかがでしょうか。ございませんか。 

  それではお諮りをしたいと思いますが、対応方針（案）をお認めして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。 

  最後の件ですが、一般国道４号本宮拡幅について、何かございますか。 

○奥村委員 中身は別にいいのですが、対応方針（案）のところの文章ですが、「主要都市間の

アクセス性向上」という言葉はおかしいのではないかと私思います。先ほどの話で、道路の

機能は通過を中心にするトラフィックの機能と沿道からそこを使うためのアクセスの機能に

分かれていて、主要都市間のアクセス性というのは言葉として矛盾していると思います。だ

から、例えば「主要都市間の利便性が向上した」ならわかるのですが、主要都市間のアクセ

ス性というのはちょっとおかしいのではないかと思いますので、ご検討いただければと思い

ました。 

○平山委員長 ありがとうございます。いかがですか。 

○福島河川国道事務所長 わかりました。先生のご意見を踏まえて修正させていただきます。 

○平山委員長 ほかにございませんでしょうか。 

○間庭委員 本宮も交通機能上の成果は非常に高いと思いますが、ただ評価をする上で、この本
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宮だけではないのですが、例えば資料の９ページのところの右側に沿線の工業あるいは大型

の商業施設などの配置がありますが、このちょうど赤い道路の真ん中辺の本宮市と書いてあ

るあたりが中心市街地であり、駅があるところなのですが、非常にこういった形で交通流が

旧市街地の軽減を果たしたり、またそれ自体の渋滞も軽減して非常に成果があるのですが、

この評価を沿線あるいは道路そのものの評価として直接的にせざるを得ないのでこれ自体は

問題が全くないのですが、しかしこのコストにより中心市街地へのいろいろな経済的商業的

な負荷が大きくかかって、大型商業施設が開発されている、誘発していることについて、本

当に地域全体として評価はプラス面だけなのかということについては大きな課題があると思

います。本宮だけの事例ではありませんが、これは必ず二律背反的にあるということを、プ

ラスだけの、増えた分だけの評価で本当に将来ともこの事業評価がいいのかどうか一つ疑問

がありますので、本宮を事例にこういったことがあるということをぜひ今後の事業評価のあ

り方、一朝一夕ではできないですが、地域全体で見る評価と沿線での評価、直接的評価とい

うものを複眼的にしていかないと、地域が本当によくなったのかどうか、その結果がわから

ないことになってしまいますので、私どもの委員会で沿線だけ見て、よかった、よかったと

言って本当にいいのかどうか、疑問が大いに残る部分もありますので、これは本宮を事例に

発言しているのでありますけれども、ぜひ今後の検討課題にしていただければなということ

を申し上げたいと思います。以上です。 

○平山委員長 これも宿題だと思います。やはり部分的に見るのと全体で見るのはまた違う印象

があると思いますし、そういう視点からも報告書の書き方を工夫していただくことによって

我々の判断もまた改善できると思いますので、ぜひともなるべく早い機会にそういう方向に

移していっていただけませんでしょうか。よろしくお願いしたいと思います。 

  ほかになければお諮りしてよろしいでしょうか。それでは本宮拡幅につきまして、対応方針

（案）をお認めして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（案）でお認めすることにいたします。 

  時間がだんだんなくなってきているのですが、続きまして、港湾事業の事後評価２件の審議

を行います。 

  港湾事業もワーキンググループを開催しておりませんので、重点事業として個別説明、個別

審議で行いたいと思います。 

  最初は、釜石港湾口地区防波堤整備事業及び釜石港海岸直轄海岸保全施設整備事業でござい

ます。これは事後評価ですが、非常に特殊な事例といいますか、事業完了後３年目に震災が
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あり、そこで機能を一回失ってしまうという事例でございます。こういう場合に、従来でし

たらできてから５０年の便益で事後評価するわけでございますけれども、こういう場合はど

うしたらいいのか、そのあたりも検討のポイントになるかと思いますので、そのあたりを踏

まえながら説明をお聞きしていただきたいと思います。 

  それでは説明をお願いいたします。 

○釜石港湾事務所長 釜石港湾事務所長の古土井です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、釜石港湾口防波堤の事後評価について説明します。 

  本事業は、港湾整備事業と海岸事業の合併事業です。 

  まず資料７－１の２ページをご覧ください。 

  こちらに平面図を掲げてますが、今回の評価の対象プロジェクトは、釜石湾の湾口に設置さ

れました湾口防波堤となります。赤丸で囲まれたものですが、防波堤北９９０メートル、防

波堤南６７０メートル、その間の部分で航路の下となる開口部３００メートルの計１，９６

０メートルになります。 

  １ページにお戻りください。 

  本事業の目的は、津波の被害から人命や財産を守り、地域住民の安全安心な生活を確保する

こと、また港内の静穏度が向上することで岸壁の荷役稼働率が向上し、輸送コストの効率化

が図られること、そして船舶の避難泊地を確保し、沖合航行船舶の海難事故の減少を図るこ

とです。本事業は、昭和５３年度より事業化し、平成２０年度に完成となっております。総

事業費は１，２１５億円で、事業実施中の再評価は平成１５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について説明します。３ページをご覧ください。 

  ３ページの表に示しましたとおり、三陸沿岸地域は過去に何度も大規模な津波被害を受け、

多くの人命や財産が失われております。そのため、恒久的な津波対策の整備により津波被害

を軽減することが地元より強く要望され、明治三陸津波に対応したものとして本施設の整備

が行われたところです。 

  続いて、４ページをご覧ください。 

  この防波堤がない場合、波が直接外洋より入ってくるため、港内の静穏度が悪く、安全な荷

役作業ができなくなります。このため貨物は他港で取り扱わなければならなくなり、輸送コ

ストが割高になるなど非効率な輸送体系となってしまいます。左の航空写真の中で赤丸で囲

まれた須賀地区の埠頭では、その下のグラフに示しますとおり、防波堤がない場合、静穏度

が悪く、改善を図る必要がありました。また、港内の静穏度が確保されれば、右上の写真の
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ように荒天時、天候が悪いときに沖合を航行する船舶が避難することができます。船舶が港

内に避難することで、船舶の損傷、積み荷の損失、人的被害などの海難事故を回避すること

ができます。 

  次に、５ページをご覧ください。 

  平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災時の本事業の効果について説明いたします。 

  東北地方太平洋沖地震により発生した津波は、第１波の大きさが卓越しておりまして、湾口

防波堤は損壊しながらも第１波の進入をせき止めました。この結果、浸水域については左上

の平面図に示す防波堤がない場合の３４５ヘクタールから、右上に示します、これは実浸水

面積ですが、１８１ヘクタールに縮小することができ、引き算しますと１６４ヘクタールの

削減効果がありました。また、津波高を４割、津波が山を駆け上って一番高く到達するとこ

ろを遡上高と申しますが、遡上高を５割低減させ、津波の到達時刻を６分遅延させたことが

確認されております。津波の到達を遅らせたことにより、避難することができた方が相当数

いたものと思われます。 

  ６ページをご覧ください。 

  今回行った事後評価での事業便益比は、前回再評価と同様に明治三陸津波を想定した場合に

あっては１．１、先ほどご説明しました東日本大震災のときの実績を踏まえた場合にあって

は１．９となりました。 

  前回実施した事業中の再評価との相違点でございますが、事業費については、作業基地とし

て使用していた施設について、再評価時点ではそれを撤去する予定でしたが、これをその後

交流拠点として地元で活用することが検討されていまして、撤去することをやめております。

この撤去費用の削減により２５億円の減となっています。便益につきましては、津波浸水回

避便益については現在の単価を用いて再計算しております。また、東日本大震災時の効果に

ついては先ほどご説明いたしました１６４ヘクタールの浸水域の削減により防護された家屋

や事業所資産等の財産軽減額を津波の浸水回避便益としています。一般貨物の輸送費削減便

益と海難事故の損失回避便益については、実績を踏まえて前回評価と同様の手法で再計算し

ているところです。 

  ７ページには、現在価値化した内訳をそれぞれ示しています。 

  最後ですが、８ページです。 

  本事業は、港湾利用者から防波堤の整備により静穏度が向上したとの声がありました。また、

石油事業者からは、東日本大震災の際、湾口防波堤により湾内にある石油タンクが被災せず、
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貯蔵油を活用できたとの意見をいただいています。また、湾口防波堤は現在復旧作業中です

が、湾口防波堤がないことにより港内の静穏度が悪化し、荷役中断などの障害が起きている

との意見もいただいています。 

  以上を踏まえまして、事業の投資効果は十分に認められたと考えていまして、対応原案とし

ては、今後の事後評価及び改善措置の必要はないとしているところです。 

○平山委員長 先ほど私が最初に申したことをご理解いただけましたでしょうか。６ページに前

回と同様の評価と、震災までの評価の２つの数値が出ていますが、それが二通りの方法でや

ってみたというところでございます。これにつきましては港湾のワーキンググループの奥村

委員、費用便益分析の専門の河野委員にあらかじめかなり資料を見ていただきまして、２つ

の方法でやって比べるのが妥当だろうということで、このような整理にさせていただいてお

ります。実際、今回の震災で施設が使えなくなってしまったわけですから、今回の震災でど

れだけの便益が生まれたかということと事業費を比べればそれでいいという考え方と、従来

と同じようなやり方とで算定をしてみたということでございます。 

  奥村委員から説明をお願いしたいと思います。 

○奥村委員 正直なところ大変悩みました。どう評価すべきかということです。と申しますのも、

事後評価の役割として、ここに作ったこの防波堤がよかったのかどうかをチェックするとい

う目的と同時に、この種の事業を今後評価していくときに、これまでとられてきた評価方法

でいいのかどうかをチェックするという側面もあるということです。そうしたときに、事前

説明で東日本大震災でこれだけの便益がありましたというのだけを持ってこられたのですけ

れども、東日本大震災が平成２３年３月に来るということがあらかじめわかっていたのであ

ればそれで評価するというのは考えられるけれども、事業をするかどうかを決めた前回の平

成１５年に再評価をした時点では、どのぐらいの津波がいつ来るのかということが確率的に

しかわからない状況のもとで計画したはずなのです。それを後で起こったことだけを使って

評価をし直すというのはおかしいのではないかと思いました。わからない状況のもとでも、

あるいは平均的にどのぐらい起こるかという確率を掛けた評価のもとで、十分な機能を果た

しているということを確認すべきではないかということを申し上げまして、結果として、前

回のように今回の津波があるということが確定してない段階での評価、これは現在価値化の

基準等がずれていますので値が変わっておりますけれども、そういう評価の結果をまず基本

として見ていただいて、その上で実際に今回の東日本大震災でどれだけの効果があったかを

参考値として見ていただくというつもりで、２つ書いてくださいということをお願いしまし
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て、今回の資料になっております。 

○河野委員 説明を受けたときにほぼ同じ意見を申し上げていますが、東日本大震災があって便

益があったことは確かですが、事後評価としては、基本的には確率的に起こっている現象に

対してどれだけ人々の危険が減ることに対して評価をしていたかということがベネフィット

です。そのため、それを見るためには確率的に起こっている被害の減少のベネフィットを見

なくてはません。実際に起こっている、これはイチゼロで起こっていますから、そのイチゼ

ロのベネフィットとは違います。ということで、私としては前回同様の評価を行った場合の

ほうについて見ればいいのではないかと思います。 

  このプロジェクトは実際ベネフィットがありましたよと主張することにももしかしたらベネ

フィットはあるかもしれないですけれども、それ以上に今後プロジェクトを行うに当たって

何を反省しなくてはいけないか、あるいは反省しなくてもこの方法でいいのか、そういった

ことを示すのが事後評価の大きな部分です。過去に既にプロジェクトをやったことは、それ

は改善しようがないです。追加的に何かすることがあるかどうかをチェックすることはあり

ますけれども、既に行われていることについてはどうしようもないので、それが悪かったか

らといっても、よくても悪くても余り関係ないです。なので、今後どういうふうに生かして

いけばいいかということの情報が欲しいわけです。 

  その観点からいうと、ここに対応方針（案）としてこの事業に関しての事後評価とか改善措

置の必要はないと書いていますけども、これに加えて、同種の事業に対して何か反省事項は

ないかということも併せて対応方針を整理すべきだと思います。そのための情報を事後評価

ではやるべきなのかなということです。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  というわけで、２つの考え方、現段階で、どちらが正解という結論は出しづらいということ

で、２つの値を出してございます。幸いどちら側の答えも今回の事業で得られた便益という

のはコストに比べて十分大きいものだということはわかったわけでございますけれども、こ

れまでのところで皆さんの説明を聞かれて何かご質問があればいただきたいと思います。 

○浜岡委員 ２つに分けてチェックをするというのでしょうか、計算をするというのはそのとお

りでよろしいかと思います。ただ、東日本大震災の影響を考えたほうについてですけど、こ

の場合は今回防潮堤が破損したといいますか、機能を失って、これから回復するための工事

が必要と思いますが、その工事費用までを含めなくていいのでしょうか。多分これから幾ら

かお金がかかるかと思います。７ページの表を見ますと、建設費用だけが両方入っています
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が、前回同様の評価の場合は防潮堤が崩れるということは考えてなくて、確率的に地震が起

きて、それをどれだけ防御できるかということで計算しているため当初の建設費用でいいと

思います。しかし、震災の場合は、震災時に守れたというのも確かにそうですが、それ以降、

追加的な工事をしないと将来の地震や津波に対して機能が発揮できないため、含めなければ

いけないと思うのですけれど、そのあたりいかがでしょうか。 

○平山委員長 お答えいただけますか。 

○釜石港湾事務所長  

  今ご指摘いただきました東日本大震災での被害の復旧費用を踏まえた検討ということですが、

公共事業全般の仕切りの中で災害復旧事業についての評価は、費用便益比を使った形での評

価を行うという形にはなってございませんので、今回私どもも非常にこの取り扱いについて

は悩んでいます。 

  その中で、東日本大震災が起きるまでの便益だけを計上して、それ以降、放置すれば機能が

発揮できてないということですので、２３年度までの効果を見込んだ形での便益のみを計上

しているということで、そこにおいては整合性がとれているのかなと考えています。 

○平山委員長 どうぞ。 

○九戸委員 一応、事業としては完結をして、終結しているので、震災というのはその後の話で、

ここからまた修復をすると新たな事業が発生していくわけですね、災害復興として。そこは

別の問題ではないかと思うのですが。 

○平山委員長 この委員会での決め方ではやはり前の事業が終わった時点で１回切れると思うの

です。それを再度つくり直すかどうかというのは我々の範疇ではないと私は理解していまし

たので、平成２３年で１回切って考えるのが適当と私は思います。 

○奥村委員 先ほどのところでちょっと舌足らずだったかもしれません。 

  今回評価すべきなのは、想定の津波が確率的に来ると考えて、それに対応する防波堤をつく

る事業をするかしないかとういうことの決定をした、これまでの評価のやり方がおかしくな

いかチェックするのが本当の目的のはずで、そういう意味で言うと東日本大震災までの便益

とした場合の右側の計算は要らないです。今回の実際に起きた東日本大震災の津波というの

は残念ながら設計のときに考えた津波ではないわけで、想定以上の津波が来て壊れたという

ことは事実ですね。だから今回の評価にこれを本当は入るべきではないというのが本当の強

い思いです。 

  ところが、想定以上の津波が来たから無駄になったのかと言われるとそうではなくて、実際
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に機能は果たしましたね。もちろん壊れましたんですけれど機能は果たしまして、その部分

は結構ありました、ということも説明としてはあったほうがいいかということです。右側の

ところは参考の値としてついているだけなのであって、本来今回事後評価すべきなのは左側

の値になるのだという認識ではあります。 

○平山委員長 いろいろ調べていただいたら、右側のやり方がマニュアルなのですよね。ですが、

皆さんの意見が分かれているということで、やはり今後検討して解決しなければならない問

題だと思います。 

○奥村委員 その件ですけども、マニュアルに書いてあるのは、例えば想定していた需要が完全

になくなったりして、ここのお客さんが使うはずだったところがごっそりなくなったとか、

そういうような条件の変化があるならそれを考慮してやり直せ、と書いてあるのはあるので

すけれども、今回みたいにそもそも想定してなかったことが起きるというところを起きた状

態で計算をやり直せとは書いてないですね。そういう意味で言うと、今回のものはそもそも

計画時点でこの事業が想定していた津波と違った、より大きな津波が起きてしまっている事

実について、それを置き換えて考えるべきなのか。いやいや、やはり確率的にしかそういう

ことはわからないし、これから先もわからないわけですから、やはり前と同じような想定の

もとで評価するというのが正しいのではなかろうかと思います。だからマニュアルに沿った

ら右側になるというのも賛同できません。マニュアルの読み方にちょっとまだ幅があります

ので何とも言い難いですけれども、私はどちらかというと左側の評価方法が素直ではないか

と思っています。 

○河野委員 ちょっとだけ言いますと、評価のマニュアルは見てないのですけれど、恐らく書い

てあるのは、確定的な便益評価について、需要というのは確定的なのですね。その需要とい

う確定的なものが減少したりしたら事後評価としては前に見積もっていたベネフィットが減

っていますよと、そういうことでちゃんと評価しなさいということを書いてあるのだと思い

ます。 

  今回は、津波ということで、確率的に起こる現象です。確率的に毎回ずっと、何百年も見た

らそれは１００年のうち１回とか２回とかいうことでカウントできるものですけど、毎年毎

年見ていると１００分の１回とかそういうことでしか評価できないです。これは期待効用理

論で評価しているのですけれども、今回津波が来たというのは、たまたま確率的に起こった

だけですので、これを、前の確率的評価と同じように評価するというのは、そもそも理論的

に整合しないです。なので、その再評価の際には、確率的に考えていたので、やっぱり確率
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的に考えざるを得ないのですね。そういうことになります。 

○平山委員長 いろんなご意見があるというのをまずご認識いただいたと思いますが、どうしま

しょうかね。今回のような事例というのは滅多にないことだと思いますが、こういうような

異例の事態が起こった場合の事後評価ということにつきましては、一つの評価方法に限定し

ないでいろんなことをやってみることが必要ではなかろうかというようなことをこの委員会

としての意見を付して、対応方針（案）を認めるというような方向ではいかがでしょうか。

検討は今後きちんとやってほしいという前提で対応方針（案）を認めるということにしたい

と思いますが。 

○大久保委員 ちょっとその前にいいですか。 

  質問ですが、超過確率を考えて設計するときに、便益にそれぞれの超過確率がかかった期待

値になっているとするなら、想定してないとは言えないわけですよね、それは１０００万年

に１年でも端のほうまで全部入っているはずですから。だから、そこと先ほどの議論が私は

ちょっと理解できないところがあるのですけれど。 

○奥村委員 便益をカウントするときに、超過確率分は考えているのではないかという質問です

ね。結局はその確率が小さいので余り大きい影響を及ぼさないと思いますけども、入ってい

るかもしれません。しかし多分そのときには、それによってつくったものが失われることは

入ってないですね。今回は、起こる作ったものが失われるほどの非常に超過なことが起きて

しまっています。今回の津波でも物がそのまま残ってくれていれば余り問題ないと思うので

すけども、今回はそこまで超えてしまいっている状況があるので、ちょっと取り扱いが難し

いと感じた次第なんですね。 

○釜石港湾事務所長 補足させていただきます。 

  今回の施設ですが、明治三陸津波に対応した施設ということでして、そういう意味で便益の

カウントの中では東日本大震災のようにさらにそれを遥かに超えたような津波については計

上しておりません。 

○大久保委員 では当時は要するに非超過の右側の部分の期待値を出すということはやってなか

ったということですか。 

○釜石港湾事務所長 やってございません。 

○浜岡委員  東日本大震災までの便益とした場合というところについて、先ほど建設費用のと

ころで、建設ではなく補修のための費用もと言いましたが、このような震災はそもそも想定

してないということなので、そこまでは取りあえず考えないで、予期せぬことであったとい
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うことで理解したつもりでいます。 

  ただ、７ページ一番右の東日本大震災までの便益とした場合というところで、便益はそれ以

降なしとしていると思うのですが、そこを少し変えていただきたいと思います。便益はゼロ

ですけど、不便益が起きるかもしれないですよね。想定した津波が来たときに防潮堤がない

わけですから、その機能が十分発揮できないと思います。多分４０年先の将来の時点で計算

したときに、当初どおり防潮堤があればある一定の便益は出ると思いますが、今の状態はそ

れがいわば十分機能を発揮できていません。そうすると、その状況でまた津波が来た場合に

は守れないわけで、若干の不便益が生じると思います。それは入れなくていいのでしょうか。 

○奥村委員 それは左側の評価のときのＷｉｔｈｏｕｔのケースですよ。 

○浜岡委員 入れなくて、いいんですか。 

○奥村委員 既にＷｉｔｈｏｕｔのケースとして考えているから、それはいいんです。 

○平山委員長 もう十分、使ったコストに対応して便益は組み合わされていると、それは十分。

だから、なくてもしようがないという感じですね。 

○奥村委員 左側の計算でのＷｉｔｈｏｕｔのケースというのは何もないという意味ですので。 

○浜岡委員 考え方、いいんですか。 

○奥村委員 はい。その計算を出すときのＷｉｔｈｏｕｔのケースというのは何もないところに

その外力がやってくるという状況ですから、今おっしゃったような何もなかったら困るとい

うことがまさに基準になっている状況ですので、今の状態で既に失われている分があるので

はないかというのは、そこからの差額に入っている。 

○浜岡委員 入っていますか。 

○奥村委員 入っているはずです。 

○河野委員 別の言い方をすると、プロジェクトのＷｉｔｈとＷｉｔｈｏｕｔの差で便益がどう

変化した、便益と費用がどう変化したかを見るのがプロジェクト評価なので、今回のケース

ではプロジェクトのＷｉｔｈ・Ｗｉｔｈｏｕｔで壊れた後以降のベネフィットは何も変わら

ないですよね。 

○浜岡委員 いや、だから。 

○河野委員 変わらないから入れなくていい。ディスベネフィットもない。プロジェクトという

のは防潮堤をつくる立場だから、防潮堤があろうが、あるまいが、最初につくってようが、

つくっていまいが、壊れた後のベネフィットは何も変わらないですね。 

○浜岡委員 ベネフィットというのはないですね。 
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○河野委員 ディスベネフィットも変わらないですよね。Ｗｉｔｈｏｕｔのケースだったらなか

ったのです。ずっと東日本大震災以降もないのです。Ｗｉｔｈでつくられていたとしても今

回壊れたのですね。その後も壊れているから、全くない状況ですね。だから状況は変わらな

いので、そこの便益は発生しないのです。 

○浜岡委員 すいません、勘違いしていました。 

○平山委員長 評価については、今後さらに検討を重ねて頂きたいと思いますが、今両方で試算

してみた限り結果はちゃんと出ています。２つの便益の計算の仕方等に対してご質問がなけ

れば、このあたりでお諮りをしたいと思います。 

  対応方針（案）のとおり、事業の投資効果が十分に認められたため、今後の事後評価及び改

善措置の必要はないと考えると。ただし、手法については今後さらに検討を重ねていくとい

うことにいたしたいと思います。 

  港湾空港部長、いかがですか。 

○港湾空港部長 先生方、ご指導ありがとうございます。 

  今回の作業については非常にまれなパターンでございましたので、私ども非常に悩んだとこ

ろで、現実に起きたものを基本にするという直感的な判断で最初は便益を算定したところで

ございます。その後ご指導いただきまして、いろいろ考えたところがあるんですけれども、

やはり今後ともこういった異例の事態が起こった場合につきましては、事後評価においても

一つの評価手法に限定せずに評価を行うとか、そういった柔軟な対応をとっていくというこ

とが必要だと思いますので、今後ともご指導のもとそういった対応でいかせていただきたい

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

○平山委員長 それでは、この釜石湾の事業につきましては、先ほど申し上げたような対応方針

（案）で進ませていただくことをご了解いただいたということにさせていただきます。 

  次に、仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル（耐震）改良事業でございますが、

これは耐震事業をやっていたおかげで壊れないで済んだという事例でございます。 

  よろしくご説明をお願いいたします。 

○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がご説明いたします。座っ

て失礼いたします。 

  仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル（耐震）改良事業でございます。 

  １ページ目、おめくりください。 

  事業目的ですけれども、震災時、緊急物資輸送に対応した岸壁の耐震強化を図るものでござ
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います。対象施設、岸壁（－１２メートル）の耐震改良、道路、埠頭用地となってございま

す。右のほうの写真の中、赤枠で囲っているところが該当の部分でございます。事業期間は

平成１７年から平成２１年となってございます。総事業費１８．４億円の事業です。前回、

平成１６年のときに新規評価ということで評価をいただきました。今回は岸壁の耐震改良工

事が完了してから５年目となることで、事後評価に諮るものでございます。 

  ２ページ目、港湾の平面図がございます。図面中央にある航路の北側、赤丸の中に対象プロ

ジェクトが図示してございます。 

  ３ページ目ご覧ください。 

  事業の必要性に関する視点でございます。前回評価時の際の背景のご説明となります。平成

１６年当時、宮城県沖地震など大規模地震の発生確率が３０年以内９９％と切迫してござい

ました。この時点で当仙台塩釜港におきまして耐震岸壁として整備されたものはコンテナバ

ース１バースのみという状況でございました。震災時に緊急物資の輸送に対応する岸壁が必

要という状況でございましたので、本施設が計画され、整備してきたところでございます。 

  ４ページ目ご覧ください。 

  今回の震災で実際に利用された状況のご説明となります。震災直後、岸壁、港湾施設などが

使用できなくなっておりました。航路は流入した瓦礫、木材などで閉塞した状態となってお

りました。右図に示すように、航路に多くの障害物があったため、いち早くこの航路の啓開

作業に取りかかり、緊急物資輸送の船が通る航路の確保を最優先に行いました。一般の岸壁

は荷役ができない状況の中、この耐震岸壁において震災後６日目から緊急物資の受け入れを

したところです。ＲＯ・ＲＯ船と一般貨物も利用したという状況でございます。 

  ５ページ目をご覧ください。 

  前回評価との主な相違点でございます。Ｂ／Ｃの計算結果ですけれども、前回評価４．２で

あったものが、先ほども議論ありましたけれども、前回同様の評価と震災の便益を考慮した

２パターンで計算をしております。前回同様の評価を行いますと２．９、震災の実際を考え

ますと４．９という数字が弾き出されております。ＣもＢも両方変化しております。 

  まずコストの変更点ですけれども、裏埋工のコスト縮減を行いました。岸壁の裏埋工を予定

していた置き換え工法から薬液注入工法というものに変更することによって３．３億円のコ

スト縮減を図っておるところです。また、便益のほうですけれども、表中①②震災１カ月の

緊急物資の取り扱い、１カ月後から２年間の取り扱い、これの実績を用いて計算したという

ものでございます。③の施設被害回避便益ですけれども、初期投資額を評価基準年に価値換
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算で計算したものでございます。④の一般貨物輸送コスト便益ですけれども、今回耐震化と

いうことで施設の延命化が図られました。延命化した間の取り扱い貨物量の便益を計上した

ものでございます。 

  ６ページ目ご覧ください。 

  今申し上げたそれぞれの個別の表を載せてございます。結果は２．９、４．９というもので

ございます。 

  ７ページ目をご覧ください。 

  参考でございますけれども、宮城県におきまして広域防災拠点基本構想計画というものが今

年２月３日に策定されたところです。本計画の中で広域防災拠点が位置づけられております。

陸海空の交通手段によって人員、物資などの輸送を担うということで、高速道路、空港とと

もにこの仙台塩釜港が主要施設として位置づけられているところでございます。 

  以上のことから、対応方針といたしましては、事業の投資効果が認められたため、今後の事

後評価及び改善措置の必要はなしということで考えてございます。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  この事業につきましても、５ページにございますように、２つの手法で一応Ｂ／Ｃの値を求

めてございます。これからわかりますように、今回の震災で耐震岸壁が果たした役割という

のは非常に大きかったことが推察できるところでございます。 

  これにつきまして何かご質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。（「はい」の声

あり） 

  それでは、対応方針（案）どおり今後の事後評価の実施及び改善措置実施の必要はないとい

うことにさせていただきます。ありがとうございました。 

  もう一つ審議事項がございます。ちょっと急いでやりたいと思いますが、再評価実施要領の

運用についてでございます。 

  前回も説明ございましたが、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審議

いたしますので、事務局から説明をお願いいたします。 

○企画課長補佐 それでは事務局より、資料９「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。 

  １２月に開催いたしました前回の委員会では審議時間の都合により国土交通省本省より発出

されました運用通知の紹介のみとなり、平成２６年度からの具体的な運用については今回の

委員会でご審議いただくこととなっております。 

-43- 



  まず前回の委員会でご説明させていただいた事項を再度ご確認させていただきます。 

  資料の１ページをご覧ください。 

  東北地方整備局事業評価監視委員会においては、平成１９年度から審議件数の多い事業につ

いて重点審議事業と要点審議事業に区分して会議運営を重点的かつ効率的に実施してきまし

た。平成２５年度第４回委員会からは、事業費などに変更が生じた再評価事業を重点審議事

業と区分して時間をかけて審議を行いながら、一方、変化のない事業については要点審議事

業として各評価項目を一覧表などに整理して一括説明・一括審議を実施することにより、さ

らなる審議の重点化を図っているところでございます。 

  ページをめくっていただきまして、２ページをご覧ください。 

  次に、平成２５年１１月１日の本省通知についてです。 

  費用対効果分析の要因に変化が見られない場合などについては、Ｂ／Ｃ分析を実施せず、前

回評価時のＢ／Ｃ結果を適用するというもので、委員会の審議資料は事業カルテと要因変化

がないことを確認した判定表のみとなっております。本運用は、各地方整備局事業評価監視

委員会の意見を踏まえた上で適切に運用することとなっております。 

  ３ページをご覧ください。 

  ただいまご説明させていただいた事項を簡単な図にまとめてみました。東北地方整備局事業

評価監視委員会の重点化方針は左側に、本省通知については右側に整理してあります。また、

東北地方整備局重点化方針及び本省通知に加えまして、両方の一部分を取り入れる併用とい

うパターン、真ん中の黄色の部分ですが、この併用というパターンもございます。 

  なお、河川事業など残事業が問題となる可能性のある事業については、重点審議事業に区分

してＢ／Ｃの計算を実施することといたしております。 

  最後のページ、４ページをご覧ください。 

  事務局からは３つの案をご提案させていただきます。 

  案１ですが、東北地方整備局重点化方針と本省通知を併用するもので、要点審議事業の資料

については整備局の重点化方針に基づく一覧表などの資料としますが、Ｂ／Ｃについては計

算を行わず、前回の結果を採用するという本省通知を取り入れるというものでございます。 

  案２は、本省通知をそのまま採用するというもので、案３は昨年の１０月から実施しており

ます東北地方整備局重点化方針を継続するというものでございます。 

  東北地方整備局事業評価監視委員会としての平成２６年度からの重点化に対する運用方針に

ついて、ご審議をお願いいたします。説明は以上でございます。 
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○平山委員長 ありがとうございました。 

  本省から通知が来ていまして、説明があったとおりでございますが、我々としてはしっかり

議論して、重点化をしてしっかり議論したいということで、昨年来いろいろなことをやって

おりましたが、反面、軽量化といいますか、省力化といいますか、効率化といいますか、少

し作業を減らして、少し我々も忙し過ぎるから楽になりたいという両面があって今のような

形になっていたのですが、本省が今回言ってきたのは、さらに重点的でないほうの事業につ

いては余り変わっていなければ前回のＢ／Ｃをそのまま使ってはどうかというところで、

我々よりももう少し省力化を進めたような提案があったわけでございます。 

  １番、２番、３番と３つの案が出ていますが、我々のままやっても私はいいとは思いますが、

本省のこと提案もそんなに我々の進め方とかわらないことですし、作業量としては減るとい

うことで、第１案でどうかと思っているのですが、いかがでしょうか。いかがですか。もし

よろしければそういう方向でやってみて、また支障が出るようだったら変えていきたいと思

います。 

○河野委員 １点確認をお願いします。 

  河川事業とか道路事業だと、全体プロジェクトではＢ／Ｃが出ていても、順番にやっていく

と最後のほうでＢ／Ｃがなくなる場合があるのですね、Ｂ／Ｃ、切ってしまうような。そう

いうことについては案１でチェックできるのですか。案１で大丈夫ですか。最後のほうでＢ

／Ｃがなくなっていることについては。 

○平山委員長 最後、なくなってしまいますよね。 

○河野委員 本来そういう事業はそこでやめるべきなんですけど、それをチェックできる態勢に

今の案だとなるのですか。 

○平山委員長 それだとどうでしょうか、そこまで考えてなかったですね。 

○河野委員 本来、河川事業でずっとＢ／Ｃの高いところをやってきて、最後に残ったところが。 

○平山委員長 残ったところは１を切れますね。 

○河野委員 Ｂ／Ｃが１以下になると、それはやめるべきなのですよ、費用便益分析の考え方か

らいくと。 

○平山委員長 それは、そうであっては困りますよね。やはり最後までやり切らないと。 

○河野委員 いやいや、やり切っちゃ駄目なのですよ。そこで止めなくちゃいけないですね。そ

れが費用便益分析による重要な判断になります。 

○平山委員長 そうですね。 
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○企画部長 前回も河野委員からご指摘いただいた残事業Ｂ／Ｃが問題になるような事業につい

ては、こういう簡素化を図るべきでないという、そういう事柄の趣旨のご指摘かと思うので

すが。 

○平山委員長 はい、そうです。 

○企画部長 ３ページ目の下のところに注記させていただいておるのですけれども、主に河川事

業とかになってくるかと思いますが、ご指摘いただきましたような残事業問題のある可能性

のある事業は、それは当初から重点事業に分類するということで、そういうような危険を回

避させていただこうかと思っておりますので、そのご心配が及ばないように、その前の残事

業Ｂ／Ｃをよくチェックしておいて、ある一定の危険区域に入ってきたら次はそれを要点事

業にしないということで対応させていただければと思っております。 

○平山委員長 河野委員、ご了解いただいたと思います。 

  それでは、第１案を基本としてしばらくやって続けていくことにしたいと思います。 

  それでは、以上で審議は終わりでございますが、何か質問ございますでしょうか。 

  なければ、審議の結果を取りまとめたいと思いますので、休憩は何分ですか。（「１０分お

願いいたします」の声あり）１０分程度休憩をとりたいと思います。 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 それでは、準備ができたようなので、再開をしたいと思います。 

  議事概要をまとめていただきましたので、読み上げていただきたいと思います。 

○司会 それでは、私のほうから議事概要を読み上げたいと思います。 

  前段の前振りは省略いたしまして、中身だけ読み上げたいと思います。 

 １．事業審議について 

 【河川関係事業 再評価 審議結果】 

  ・仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業 

  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。 

   ・植生については、専門家の意見を聞きながら事業を進めること。 

   ・粘り強い構造の海岸堤防（緑の防潮堤）について、定量的な便益を計測できるように努

めること。 

 【道路事業 事後評価 審議結果】 

  ・全部で５件、省略いたします。 
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  以上について、対応方針（案）どおり「今後の事業評価及び改善措置の必要はない」は妥当

である。 

  なお、以下の意見があった。 

   ・甲子道路について、震災以降の観光回復に果たした役割など様々な効果があるので対応

方針に付記すること。 

   ・平泉バイパスについて、景観に対する効果等、これからの事業評価の改善につながる点

についても資料に記載すること。 

   ・本宮拡幅における工業団地の立地の影響等、沿線だけではなく、地域全体での事業評価

の視点についても検討すべきである。 

   ・交通量や交通事故件数について、予想と実績を比較する視点も検討すべきである。 

 【港湾事業 事後評価 審議結果】 

  ・２件でございます。 

  以上について、対応方針（案）どおり、「今後の事後評価及び改善措置の必要はない」は妥

当である。 

  なお、以下の意見があった。 

   ・今回の東日本大震災のような異例の事態が起こった場合の事後評価については、一つの

評価手法に限定せずに評価を行うなど、柔軟な対応が必要である。 

 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 

  来年度より、事務局提案の東北地方整備局重点化方針と本省通知を併用する案で委員会を実

施し、必要に応じて見直しを行っていく。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。委員の皆様、いかがでございましょうか。 

○間庭委員 本宮の件、発言させていただいたんですが、どちらかというとここの工業団地の立

地の影響等というのはプラスの面であって、むしろ指摘したかったのはプラスの面だけでな

くて、負の面もありますという意味で大型商業施設のほうを特に強調したかったものですか

ら、もしよろしければ工業団地というよりは大型商業立地のほうを表記していただければ発

言の趣旨にかないますが、皆様のご了解がいただければそのようにお願いできればと思いま

す。 

○平山委員長 工業団地のところを大型商業立地ということですね。 

○間庭委員 大型商業施設です。 
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○平山委員長 その修正はよろしいでしょうか。奥村委員、港湾のほうはどうでしょうか。 

○奥村委員 港湾ですか、このぐらいにしておいてよろしいのではないかと思います。 

○平山委員長 いいですか。（「はい」の声あり）ありがとうございました。 

  それではほかになければ、今の間庭委員からの修正だけを加筆した議事概要ということで、

ご承諾をいただいたということにさせていただきます。 

  それでは、私のほうはこれでお返しします。 

○司会 それでは、本日は長時間にわたるご審議、大変ありがとうございました。 

 

４．その他 

○司会 それでは、本日最後の次第でございます４番その他でございますが、局長挨拶にもござ

いましたように、今年度をもちましてご退任されます大久保委員からご挨拶を頂戴したいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○大久保委員 大震災のあった年からここの委員に加わりまして、割と好きなことを言わせてい

ただきながら、平山委員長の見事な取りまとめに敬服しながら３年、あっという間に過ぎて

しまいました。 

  私ごとですけれども、今年私は定年退職いたしまして、九州出身ですけれども、青森県の十

和田市に移ります。東北はやっぱり四季のめり張りが見事ですね。それと春は一斉に花が咲

く、あれも見事。それから、紅葉の時期はこれまた八甲田の見事な紅葉、そういうものに感

動して、青森に移り住むと。実はその前に北里大学におったもんですから、そのときの家が

向こうにあるということ。それと、十和田湖、奥入瀬の河水統制計画が昭和１２年から始ま

るわけですけれども、風致保全という考え方がその当時既に入っておったという、そういう

ところにも惹かれております。こういう自然を守るということは、人もいなければいけない。

人がいるということは生活も守らなきゃいけないということで、この委員会でもどちらかと

いうと私は個々人の受けるベネフィットというところに主眼を置いた、そういう発言をさせ

ていただいたという記憶があります。 

  近いところでもありますので、お近くまでおいでの折にはぜひお立ち寄りをいただきたいと

思います。 

  どうも、新しい委員の先生方は短い間でしたけれども、平山委員長、いろいろお世話になり

ました。ありがとうございました。（拍手） 

○平山委員長 ありがとうございました。お世話になりました。 
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○司会 大久保委員、３年間、本当にありがとうございました。 

 

５．閉 会 

○司会 以上をもちまして平成２５年度第６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。 

  委員の皆様におかれましては、１年間ありがとうございました。引き続き来年度もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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