
 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２６年１０月３１日（金曜日） 

    １３：００～１５：２０ 

場 所：東北地方整備局 二日町庁舎（大会議室） 

 



１．開 会 

○司会 それでは、ただいまから平成２６年度東北地方整備局、２回目になります事業評価監視

委員会を開催いたします。 

  本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

  私は、本日の司会を務めます地方事業評価管理官の北村でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  これ以降は着座して進めさせていただきます。 

  最初に、報道関係の方にお知らせします。本日の委員会に関しては、規約上、写真、テレビ

カメラ等の撮影は冒頭のみとなりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、最初に本日の資料の確認をいたします。お手元の資料の上から、ホッチキスどめ

されております本日の会議次第、出席者名簿、配席図、一緒になってございます。それから

続きまして、１枚物の道路事業対象箇所図、本日の事業対象箇所になります。それから、Ａ

３横の資料１、選別一覧表になっております。それから、Ａ４横でそれぞれホッチキスどめ

してあります資料２から５の本日の重点審議事業箇所の資料となります。そして、Ａ４縦の

資料６、これは要点審議事業の資料になります。それから、クリップどめしてございます資

料７、費用対効果分析資料と書いてございます。最後に、参考資料としてＡ３横の資料とな

っております。それから、本日、各事務所から事業概要ということでパンフレットをクリッ

プどめしているものを添付してございます。不足などございましたらお申し付けください。

よろしいでしょうか。 

  それでは、進めさせていただきます。 

  本日は、浜岡委員が所用のため欠席でございます。それから、間庭委員が、所用で遅れると

いうことでしたので、１１名中１０名ということなんですが、９名でスタートさせていただ

きます。 

  ここで、１０月１日付で東北地方整備局幹部職員の人事異動がございましたので、ご紹介さ

せていただきます。 

  津田副局長でございます。 

○副局長 津田でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 渥美副局長でございます。 

○副局長 渥美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 
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２．挨 拶 

○司会 初めに、委員会の開催に当たりまして、縄田局長から挨拶を申し上げます。 

○局長 東北地方整備局長の縄田でございます。委員の皆様方、本日はお忙しい中ご出席賜り、

誠にありがとうございます。また、さきの９月２６日に東北中央自動車道現地視察いただい

た先生方、誠にありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。 

  今日は、道路の重点事業４件、それからその他１４件ということで、合計１８件、大変案件

が多うございます。限られた時間ではございますけれども、活発なご議論をお願いできれば

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、報道関係の方にお願い申し上げます。これ以降の写真、テレビカメラ等の撮

影はご遠慮願います。 

  では、審議に入らせていただきます。これ以降は平山委員長にお願いいたします。 

 

３．審 議 

○平山委員長 それでは、ただいまより審議を行いたいと思います。本日もまた活発なご議論を

よろしくお願いしたいと思います。 

  なお、説明はいつものようにポイントを押さえて、効率的な議事の進行にご協力をいただき

たいと思います。 

  それでは、道路事業の審議を行います。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、審議のポイントにつきまして、事業選定委員の遠藤委員から説明をお願いし

ます。 

○遠藤委員 それでは、道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループを６月１８日に開催

いたしまして、九戸委員、浜岡委員、平山委員長と私の４名で検討させていただきました。

私から選定結果についてご報告をさせていただきます。 

  選定結果でございますが、今回は道路事業の再評価１８事業が対象となっておりまして、検

討の結果、重点審議事業といたしまして、一般国道４５号上北天間林道路、一般国道７号鷹

巣大館道路（Ⅱ期）、一般国道１３号院内道路、それから一般国道６号久之浜バイパス、こ

の４事業を選定いたしました。 

  選定の理由でございますが、この４つの事業とも現場施工条件の変更等ということで、総事

業費が増加しているということから、重点審議事業として説明をしていただきたいというこ
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とで選定いたしました。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  それではまず、４事業ございます重点事業の審議を行いたいと思います。重点事業は個別説

明、個別審議で行いたいと思います。 

  １番目、重点事業、一般国道４５号上北天間林道路につきまして説明をお願いします。 

○青森河川国道事務所長 それでは、資料２によりましてご説明申し上げます。一般国道４５号

上北天間林道路についてのご説明でございます。 

  本事業につきましては、事業内容の見直しによりまして事業費の変更が必要になったという

ことから、前回再評価、平成２４年でございますけれども、２年の経過ということですけれ

ども、今回、事業再評価にはかるものでございます。 

  １ページ目、２ページ目をごらんいただきたいと思います。本事業につきましては、上北道

路、天間林道路と一体となって高規格幹線道路ネットワークを形成するということで、７．

８キロの事業でございます。 

  ３ページ目をごらんいただきたいと思います。事業の進捗状況でございますけれども、現在、

全区間におきまして土質改良、軟弱地盤対策、盛土工事を実施してございます。 

  ４ページ目をごらんいただきたいと思います。事業の必要性に関する視点でございます。現

在、この道路につきましては、県都であります青森市と八戸市間の高規格幹線道路ネットワ

ークが途切れているということで、この間約２時間を要するということでございますけれど

も、本上北自動車道の整備によりまして、所要時間が１時間３０分に短縮されるということ

でございまして、上北自動車道の整備によりまして、各都市圏の連携強化による経済発展及

び地域活性化に大きく寄与することが期待されている事業でございます。 

  ５ページ目をごらんいただきたいと思います。青森県内には青森港と八戸港という２つの重

要港湾がございますが、定期コンテナ航路が就航されているのは八戸港のみということにな

ってございます。これに上北自動車道の整備によりまして、青森・津軽地域から八戸港への

物流ルートが強化されるということでございまして、青森県の国際競争力の強化に寄与され

るということが期待されているところでございます。 

  ６ページ目をごらんいただきたいと思います。当該地域の工業団地の分譲率は向上しており

まして、あわせて高卒の求人数が増加しておるということでございまして、平成２６年度に

おきましても六戸町や三沢市におきまして企業が進出しているという状況でございます。今
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後、上北自動車道が整備されることによりまして、さらなる企業立地の促進ということであ

りますとか雇用の確保ということが期待されているところでございます。 

  ７ページ目をごらんいただきたいと思います。図にもございますけれども、上北道路が平成

２５年の３月に開通してございますけれども、それによりまして八戸市民病院への搬送時間

が短縮されたということでございまして、七戸町、東北町から八戸市民病院への搬送割合が

増加しているということでございまして、上北自動車道の整備によりまして重篤患者の安全、

迅速な搬送に期待されるところでございます。 

  続きまして、事業計画の変更内容ということでございます。８ページ目でございます。上北

天間林道路の全体事業費、８ページ上のところに書いてございますけれども、当初、全体事

業費２２９億ということでございましたが、今回２５９億ということで３０億円の増という

ことになってございます。具体の中身につきましては、次のページからご説明申し上げます。 

  まず、土質改良の見直しでございますが、９ページ目でございます。当初、隣接します上北

道路で実施しました地質調査結果等を参考にしまして、掘削土の改良が必要な層の厚さを１

２メートルと想定しまして、改良土量は８７万立米ということで見込んでおりましたが、そ

の後、詳細な地質調査等を実施した結果、改良層厚が８メートルから１８メートルというこ

とになりまして、改良土も１２３万立米になることがわかりました。また、改良材の添加量

につきましても、当初は八戸ローム層の一般的な添加量としまして立米４０キロということ

で想定しておりましたけれども、現地の試料の採取であるとか室内配合試験結果によります

と４０～６５キログラム／立米という範囲の中で添加量が必要になるということがわかりま

して、もって約２５億円の増額ということでなってございます。 

  次に、１０ページ目でございますけれども、軟弱地盤対策でございます。軟弱地盤対策でご

ざいますけれども、当初、既往地質調査を参考にしまして、軟弱層の厚さを１２メートルと

いうことで想定しておりまして、対策工としまして載荷盛土でありますとかサンドマット、

プラスチックボードドレーンを予定しておりましたけれども、その後の詳細な地質調査を実

施した結果、軟弱地盤の層厚が１０メートルから２６メートルということがわかりまして、

軟弱地盤解析の結果、載荷盛土の余盛りの高さにつきましても変更ということと、プラスチ

ックボードドレーンの打ち込みピッチや長さの変更ということで、追加対策として敷網が必

要となるということもあわせまして、合計１２億の増額ということになってございます。 

  次に、１１ページでございます。軟弱地盤対策の構造物のほうの関係でございます。橋梁背

面の軟弱地盤対策につきましては、当初、載荷盛土ということで予定しておりましたけれど
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も、現地での詳細な地質調査あるいは軟弱地盤解析、あとそれと橋梁の詳細設計ということ

を実施した結果、深層混合処理ということと軽量盛土工の対策ということが必要になりまし

て、６億円の増額ということになってございます。 

  一方、１２ページでございますけれども、コスト縮減の関係でございます。（１）でござい

ますけれども、当初計画しておりました付加車線の設置位置でございますけれども、横断Ｂ

ＯＸであるとか橋梁の構造物があり、軟弱地盤対策も必要であるということでございました

が、構造物のない一般土工部のほうに設置位置を見直すということを考えまして、事業費縮

減を図るということで１０億円削減ということになってございます。 

  また、（２）でございますけれども、関係機関との協議によりまして、交差形状を見直しす

ることにより、あわせて橋梁形式の見直しも行いまして、３億円の削減ということを図って

ございます。 

  以上をもちまして、１３ページでございますけれども、本事業費増による投資効果につきま

しては、全体の費用便益比につきまして、Ｂ／Ｃでございますけれども、３．９ということ、

あと、それと残事業Ｂ／Ｃにつきましては１０．４ということでございます。 

  最後になりますけれども、１４ページでございます。青森県知事からは、当該事業を含む高

規格幹線道路の早期整備を望むという意見をいただいております。 

  以上を踏まえまして、原案としましては事業継続の対応方針ということでさせていただきた

いと思っております。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  重点事業の再評価４件ございます。いずれも審議のポイントは、事業費の増額の中身の検討

でございます。１８件のうち４件ですから、率としてはそれほど多くないのかもしれません

けれども、額が縮減のほう、節約も随分今回されていまして、足してみたら３２億ありまし

た。事業費のほうの増額はそれに比べてトータル１５９億か何かになっていまして、件数は

少ないけれども、結構多い額になっているなというのが印象でございます。 

  第１番目の上北天間林道路につきましても、前回評価して２年しか経っていないですけれど

も、事業費の変更があったということで今回再評価にかかるわけですが、３０億増額になっ

ております。 

  ただいまのご説明につきまして、ご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。黒

沢委員。 

○黒沢委員 この件に関しては事業の必要性とかそういったのは重々承知しているのですけれど
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も、なかなかわかりにくいとは思うのですが、地盤の費用というのはやはりなかなか算出し

づらいものなのでしょうか。かなり額が変わっていますが、かなりこれが特殊な例なのかと、

今後に生かせることはないのかの点についてコメントをいただきたいと思います。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○青森河川国道事務所長 当初、ボーリング等を掘ることによりまして地質の中の構造をわかる

ことになるんですけれども、用地の処理が一定程度進んでいかなければそこを掘ることがで

きないということもございまして、２５年の３月に供用しました上北道路の地質の状況も参

考にしながらここの地質構造を把握していたんですけれども、実際に現地を掘ってみますと

状況がちょっと違ったということがございました。それで、２４年度中には全区間におきま

して地質調査を終えたということでございまして、２５年度にその地質調査結果をもとに軟

弱地盤の解析を実施して構造物関係の検討も行ったという状況でございまして、今般この提

案でお諮りしたという次第でございます。 

○黒沢委員 そういったことというのはしばしば起こることなのでしょうか。それから、今回の

ことを今後に何か生かすことというのはできそうなのでしょうか。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○青森河川国道事務所長 なかなか事業費を多めに考えるということもあるのかもしれないんで

すけれども、なかなか我々行政としましてはやっぱり正確な数字で社会に向かって発信した

いという気持ちもございまして、精度を高く高くという気持ちを常に持っているということ

でございまして、現地に入りますと精度が上がってきた結果としましてわかったということ

もございまして、なかなか最初からそこを想定するというところは限界がなかなかあるとい

うことかと思っております。 

○平山委員長 どうぞ。 

○河野委員 事前説明のときにお願いして、その軟弱地盤対策とか土質改良とか切土とかトンネ

ル、それぞれの項目別に過去どのぐらい費用の推計誤差が生じているかの図をつくってもら

いました。これらに関しては全て正のバイアスの推計誤差があります。理想は、平均値がゼ

ロになるように推計するというのが必要なので、常にこういう図を書き続けて、ゼロになる

ように毎回反省するということが必要ではないかなと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。多くのデータが集まれば平均値ゼロになるような推定が

できるんだと思いますが、今のところははっきりしたものだけで積算しているので、どうし

ても可能性として初めから膨らまして事業費を積算することはやっていないようなので、そ
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れはそれで私はいいことなのかと思います。だけど、先生おっしゃったように、本当にたく

さんデータが集まれば、やはり軟弱地盤というのはこれぐらい増えていくので、初めからそ

の部分を見込んで事業費を見積もっておくというのができるように、まだその段階に達して

いないのかと、今、先生おっしゃったように、いろいろデータを今積み重ねているところだ

と思います。昨年も今後そういう経験を積んでもう少し正確にするようにしたいというお話

がございました。今回は私は前よりは大分よくなったという感じがしています。 

○九戸委員 昔から比べれば道路のつくり方が変わっているわけで、昔は地形に乗っけていく道

路づくりだったと思いますけれども、今はもう切って開いてということで、これまでは想像

できなかった構造上の問題が多分に出てくると思います。事業をするときにどんぶりで大き

く見積もればそれだけ誤差の範囲が少なくなるだろうという思いもありますが、正直な積算、

そして全体の道路ネットワークを細切れにした上での数字ですので、もっと全体的に考えて

いくべきではないかなと思います。また、その土地土地、青森県はこういう谷地が多いんで

すけれども、山形県は崖崩れが多いわけで、その地域によってリスクをしょった上で事業を

しているということを考えれば、私は正確性を期すというよりも、より安全側に振れた処理

をしていくのがいいと。つまり、多少の誤差や変更が出てくるのは当然だろうという思いで、

だからこそこういう事業評価監視委員会という第三者委員会が設置されている。最初から正

確にできるのであればこういう機会は要らないわけで、できるだけ事業の中身を精査しなが

らここで上げていくという、そこで出てきた数字は仕方ないだろうなと思います。 

  それよりも、１２ページ、つまり追加対策で増加した費用分を元取らなきゃではなくて、ど

こかで削らなきゃいけないという思いがあれば、コスト縮減という考え方も出てくるわけで

すが、一点だけ質問です。本来、インターで本線に乗り入れる場合、２車線の中に進入道路

が入ってこれなければ、なかなか乗り入れが怖いわけですね、高規格であれば。これが上の

段の２車線の中に進入路が入っていく幅が逆になっているというか、細い中に入っていく。

この後、当然便利になれば車が増えていくわけで、大丈夫なのだろうかと。交通量が増加し

たときに、この２車線の中に入っていって大丈夫なのかというのはむしろ懸念をいたします。

できるだけ額を増やしたくないという思いはわかりますけれども、利便性及び３年後、５年

後の車の量を考えたとき、これが本線が全部つながったときはもっと便利になるわけで、そ

のときの交通量も考えた上での計画というのが必要ではないかと、この１２ページを見て感

じました。以上です。 

○平山委員長 今の後段のご質問、いかがですか。 
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○青森河川国道事務所長 １３ページをちょっとごらんいただきたいと思います。本件、計画交

通量につきましては、平成４２年、上北天間林道路１万４，７００ということになってござ

います。将来設計はそういう形でございまして、委員ご指摘のとおり、付加車線位置を変え

たということでございますけれども、ほかにもインターチェンジ部の付加車線がない箇所も

かなりございまして、その箇所の状況も見比べながら、利便性には問題ないだろう、安全性

には問題ないだろうという判断をしているところでございます。 

○平山委員長 いかがですか。 

○九戸委員 将来的に増加した場合に、車線を変更、プラスできるような態勢でここがつながっ

ていくのかどうかというのがあれば教えていただきたいと思います。図の右側に行くと太く

なっていくわけで、川の上だけきゅっと細くなっているので、将来的にここがどうなるのか

なというのが気になります。 

○青森河川国道事務所長 現在、上北天間林道路につきましては完成２車線という形で整備して

おりますので、将来新たな事業が、次の事業がということになるとまた別ですけれども、現

上北天間林道路の事業につきましては完成２車線という形で完成形でございます。 

○九戸委員 了解いたしました。 

○平山委員長 それでは、最初話題になりました事業費の見積もりについて何かうまい方法がな

いかというところについて、まだご意見ある方おられますでしょうか。事務局から何か、よ

ろしいですか。 

○道路計画第一課長 地質関係の地整の取り組みについて、改めてご紹介させていただきたいと

思います。 

  これは平成２２年の事業評価監視委員会においてもかなり議論になったものでございまして、

そのときの議論を踏まえて、東北地方整備局としては２３年度から再度事業費管理を徹底し

てやっていくということで、その新たな実施案というものも発表させていただきました。そ

のときの中身というのは、具体的に新規事業化段階において、これまで標準単価で主に積算

してきたものを既往データ、その周辺の事業のデータ、これは国直轄だけではなくて市町村

道とかも含めて幅広く集めて、実績を活用して積算、見積もりをしていくといったことで当

初の事業費の設定をしてきているところであります。これは２３年度以降の取り組みですの

で、次の２７年度の事業評価からはこの辺が成果として出てくるものと考えております。 

  また、事業中のものに関しても、今回もそうですけれども、事業費増がわかった段階で３年

を待たずに前倒しして委員会にお諮りするといった形でコスト管理を徹底し、かつ真摯に打
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ち出していくといったことで取り組みを続けているところでございます。 

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

○河野委員 先ほどお話を聞いていて思ったのが、事業費の予定額として税金をどれだけ用意し

なくてはいけないかという観点からすると、確かに確実な費用を見積もるということは悪く

ありません。しかしながら、そのために正のバイアスで事業費推計誤差が生じているとする

と、費用便益分析の立場から言うと、問題です。事業費に関しては推計値の期待値が実績値

の平均値になるべきです。そこで、事業費を積算することと、費用便益分析に使う事業費と

いうのを切り離して、例えば費用便益分析に使うものは期待事業費とか名前を変えてやられ

るといいのかもしれないと今思いました。検討し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。 

  いろいろご意見いただきましたけれども、事業費の見積もりについては正直に、そして今ま

での実績を踏まえて、できるだけ正確に予測できるようなことを工夫しながら今後も進めて

いっていただくということにさせていただきたいと思います。 

  ほかにご意見なければ、お諮りしてもよろしいでしょうか。それでは、原案どおり継続とい

うことで対応方針の案を認める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、重点事業の２番目、一般国道７号鷹巣大館道路（Ⅱ期）について説明をお願いします。 

○能代河川国道事務所長 資料３の一般国道７号鷹巣大館道路（Ⅱ期）について説明いたします。 

  １ページをお開きください。本事業は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する自動車専

用道路であり、延長５．６キロの事業です。平成２８年度に隣接する鷹巣大館道路と本事業

の一部を開通させ、平成２９年度に全線開通する予定です。 

  ３ページをお開きください。平成２６年度も早期開通に向け、改良工事、橋梁工事等を推進

しております。 

  ４ページをお開きください。事業の必要性に関する視点です。１点目は地域産業の活性化で

す。大館市では日沿道の開通年度公表後、工場の新設、増設等、設備投資が増加しており、

高卒求人倍率も全国平均を上回るなど、雇用面でも好調を継続しております。さらなる企業

の進出、及びこれに伴う雇用の創出が期待されています。 

  ５ページをお開きください。安定した輸送路の確保についてです。近年、自然災害により国

道７号は長時間に及ぶ全面通行止めが発生しており、周辺企業からは安定した輸送路を望む

声が上がっております。 
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  ６ページをお開きください。救急医療への支援についてです。北秋田市からの救急搬送は、

医療体制がより確立されている大館市立病院への件数が増加しており、当該道路の整備によ

り走行性の向上や搬送時間の短縮への期待が寄せられております。 

  ７ページをお開きください。観光地へのアクセス性、周遊性の向上についてです。北秋田市

では、平成２５年度から観光振興プロジェクトが進行中であり、当該道路の整備によるアク

セス性や周遊性の向上に期待が寄せられております。 

  ８ページをお開きください。事業費の増加について説明いたします。当初２０９億円で計画

しておりましたが、表に示すとおり、６１億円が増加する見込みです。 

  ９ページをお開きください。具体的に説明させていただきます。まず、土質改良による変更

です。当初計画時は、地表地質踏査や既存資料等の調査結果をもとに、盛土材に流用する発

生土のうち２３万立米は石灰を１立米当たり３０キログラム添加する土質改良を想定してお

りました。平成２５年度より土工工事が本格化し、現地での発生土が採取可能となった時点

で土質試験を行ったところ、当初の添加量では規定のコーン指数を満足しないことが判明い

たしました。その結果、石灰添加が必要な発生土の量及び添加量の変更が必要になったもの

です。これにより２４億円の増額となっております。 

  １０ページをお開きください。切土法面表面の安定対策による変更です。当初計画時は、地

表踏査及び既存地質図から法面表面の保護は植生基材吹付工を想定しておりました。平成２

５年度から切土工事を実施したところ、表面の一部で崩落が発生し、また湧水による浸食な

ども確認されたことから、切土法面の表面の保護工の検討を実施し、対策工として連続繊維

補強土工を採用いたしました。この切土法面表面の安定対策により１１億円の増額となって

おり、先ほどの土質改良と合わせて土工の変更により３５億円の増額となっております。 

  １１ページをお開きください。トンネル工の変更です。トンネル工事はボーリング調査及び

弾性波探査の結果をもとに岩質を区分し、この岩質区分に応じた標準的な支保構造で当初計

画し、施工時に実際の掘削面の状態を観察、評価しながら進めていきますが、中硬岩と区分

していた箇所が軟岩と評価されたことから、支保構造の変更を行いました。また、掘削工事

を進めていった際、掘削天端からの岩塊の抜け落ち、崩落が発生した箇所で掘削時の補助工

法として長尺鋼管先受工法を追加し、安全性を確保した上で掘削を進めました。この支保構

造の変更と掘削時の補助工法の追加により、合わせて１０億円の増額となっております。 

  １２ページをお開きください。起点部形状変更についてです。平成１９年に鷹巣大館道路

（Ⅱ期）が事業化された時点では、先線の整備方針やルートが未定であったことから、暫定
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的な端末構造としておりました。平成２３年度の計画段階評価におきまして、先線の基本構

造については現道活用を基本とすることに決定されたことから、現道との接続方法を検討い

たしました。検討の結果、現道にすりつける計画案のうち、最も経済性及び安全性で優位と

なる接続方法を採用したいと考えております。 

  １３ページをお開きください。コスト縮減についてです。１つ目は、防雪柵設置区間の精査

によるコスト縮減です。当初は積雪地帯の平野部であり、周辺道路の設置状況を踏まえ、設

置することとしておりました。平成２４年度より気象観測を行い、風向き、風速を調査した

ところ、風向きが計画路線と平行であり、防雪柵の効果が見込めないことが判明したため設

置しないこととし、５．４億円のコスト縮減を図ります。 

  ２点目は、路体盛土材の変更によるコスト縮減です。先ほどご説明いたしました土質改良が

必要となる掘削土砂の一部を近傍のほ場整備事業に搬出し、購入土に変え、２．６億円のコ

スト縮減を図ります。合わせて８億円のコスト縮減を図ります。 

  １４ページをごらんください。事業の投資効果です。費用便益比は全体で２．９、残事業で

４．３となっております。 

  １５ページをお開きください。秋田県知事からは、引き続き早期の開通に向けて事業の促進

をお願いすると回答をいただいております。 

  以上を受けまして、事業継続を対応方針の原案とさせていただきたいと思います。ご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございました。あきた北空港に接続する道路ですね。事業費が土質改

良とか法面の安定のための補強工事等と、それから線形を変更したということで、合わせて

６１億円の事業費の増ということでございます。何かございませんでしょうか。 

○奥村委員 前半の工事の内容の変化については、先ほどのと同じような趣旨だろうから、それ

はそれでよくわかるのですけれども、後半の線形の見直しのところの内容が何か、特に当初

どうだったというところが結局どういう計画だったのかということがわからないまま、最後

の見直しの結果の図面だけあるのですけれども、当初はどういう考え方だったのかというの

をご説明いただけますか。 

○能代河川国道事務所長 １２ページをごらんください。１２ページの下のほうの見直し結果と

だけ書いてある図でございますが、当初はここの右側のほうのあきた北空港インターのとこ

ろ、ここが端末になっておりました。そして、ちょっと黒で濃くかいてあるのですけれども、

このような形で暫定的に端末でぶつ切りになっておりました。それは左側の先線のほうの計
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画が事業化した当時ではまだ定まっていなかったため、このあきた北空港インターのところ

は暫定的に半分だけを整備する形になっておりました。 

  その後、平成２３年度に計画段階評価、先線のあきた北空港より左側の部分ですが、先線の

ほうは現道を活用していくという基本方針が定まりました。ですので、この端末インターで

暫定的につくっている部分を現道にすりつけていくということが必要になります。先線の部

分は現道をそのまま活用いたしますので、別線ができるわけではございませんので、今ある

あきた北空港のところから現道のほうにすりつけていくという形になります。このときに、

ちょうどあきた北空港インターのところと現道、下にある黄色の線ですけれども、高さの差

が１０メートル以上ありますので、ずっとすりついていくために、それを高さを合わせなが

らすりついて、黄色の現道にすりついていくという形になっていきます。 

○平山委員長 いいですか。 

○奥村委員 すいません、結局、最初の時点ではあきた北空港インターまでの区間しかつくらな

いという計画だったと。そうすると、今のこの黄色の線の上にかかれている延長して現道に

すりつける部分が結構長いのですが、ここのところが当初の計画のときにつくらないという

判断をしたのであったとしたら、今回の事業の区切りはあきた北空港なのですか、それとも

川口南交差点なのですか、どちらなのですか。 

  もし、今回のつくることになるすりつけの部分の話が県道のほうを直す事業に含まれている

のであったら、責任は向こう側にいって、向こうでつくってもらうべき話なのではないだろ

うかと。国と県の事業主体の違いがありますから何とも言えないのですけれども、どうして

県の責任内の事業の内容が決まったから今のところから延長を延ばしてさらにつくらなけれ

ばいけないということがこの国の事業の中で発生するという理由がちょっと理解できないで

す。 

○能代河川国道事務所長 その隣の部分が事業があるということではなくて、現道活用というこ

とです。現道を使うということになりましたので、今ある、今つくっている鷹巣大館道路

（Ⅱ期）の端末のほうを現道にすりつけていくというものでございます。 

○道路計画第一課長 もう少し追加で申し上げますと、要は本線区間としてはこのあきた北空港

インターまでを計画しておりました。もし仮にこの先の川口南交差点を含むその先の区間が

新設で新しく別の高規格道路が建設されるということであれば、恐らく別区間としてこの北

空港インターから本線として延ばしていくとしたと思うんですが、その先が計画段階評価に

よって現道活用という方針が定まりましたので、この先の別線という整備はないので、この
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本件事業を現道におろすというランプが必要になります。そのときに、構造上の検討をした

結果、この形のランプになりましたといった順序になっております。 

○奥村委員 県のほうで現道の活用をするという意思決定をされたときに、当然この道路は日本

海縦貫の一部を構成するであろうから、まさか現道を使ってそのまま真っすぐ行ってあきた

北空港までの南側まで現道行って、くるっと回ってあきた北空港ＩＣに乗るということを前

提に判断されたわけではないと思うのです。つまり、その県の判断がされるときには、今回

すりつけの部分の必要性が新たに発生するだろうということは当然理解されてしかるべきだ

と思うのですけれども、それを誰も予定していなくて、ここのところでこうなったからここ

は必要になったのだというのはちょっと理解しにくいという感じがしたものですから。実際、

今回には、あきた北空港で一旦くるっと回っておりて、現道にそこから行けというふうには

言えないので、このすりつけの計画でしようがないとは思うのですけれども、要は計画を事

業にのせていく段階のときに、こういう境目のところで、誰がその責任をとるのかがはっき

りしないようなところことが起きるような制度になっているのだとしたら、その制度はおか

しいと、見直していただかないといけないと思うのですね。 

○道路調査官 ここの現道はご存じのように比較的新しい、比較的質の高い道路でございまして、

かなりずっとこの事業をする前からこの現道活用の可能性というのは少なからずありました。

ただ、先ほどうちの課長が答えましたように、別線でいくか現道活用するかはもうちょっと

細かくいろいろ調べて、それで計画段階評価をしていかないと最終結論は出せないだろうと

いうことで、とりあえずここのあきた北空港のＩＣのところでとめておこうというような考

えでございましたので、当初からこの現道を活用するしないというのは決まっていなくて、

ここの先が全く見えないでやっていたということではございません。 

○河野委員 もしそうだとしたら、確実でなかったら事業費に算入しなかったという構造がある

ように見えます。なので、そういう場合もこういう可能性もある、こういう可能性もあると、

こういう可能性のうち期待値でいうとどれぐらいだったかとかいうことを最初の段階で事業

費を事業を検討する段階でのせられるような仕組みが必要ではないかなと思います。 

○道路調査官 それについては、結局Ｂ／Ｃの値を算出するときに、事業区分をどこで決めるか

という議論だと思うんですね。その議論をするときに、最初の事業化の段階で全て決まって

いればいいんですけれども、私どもの予算の仕組み上、現状の課題の大きい区間から順番に

整備していくというような考え方がありますので、全線何百キロを同時に調査して事業区分

を決めるわけにはなかなかいかないものですから、そこはどっちかに入れればいいという考
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えで思っていましたけれども。 

○河野委員 つまり、後から算入するのではなくて最初から確定しておく必要があります。つま

り、もし将来的に二者択一とか何か、不確実性があるのであれば期待値を計算するなど、そ

ういう、最初から状況設定を確実に設定しておかないとだめかなと。後出しで追加されるの

はおかしいと思いますね。 

○道路調査官 右の工区に入れるか左の工区に入れるかという議論かなと思っていましたけれど

も。 

○河野委員 右の工区か左の工区？ 

○奥村委員 いやいや、そうではないのですよ。そうではなくて、今回の左側のところがどうい

う構造になろうと、つまり新線ができようと、現道活用になろうと、右から来たものをあき

た北インターで切って、おろしてそこに出すのではなくて、どこかの形ですりつけないとい

けないこと、これは確実でしょう。そこにかかるお金はやっぱりかかるわけですよね。確か

に本線として別線をつくったらきっともっとそれよりお金かかるのですよね。右から進めて

来た事業を考えたときに、その目的を完遂するためには少なくともすりつけ道路の部分まで

含めてつくらないといけないということは初めからわかっているわけですよね。すりつけの

道路が要るか、もしくはいい道路が別にできるか、どちらかしかないわけでしょう。そうし

たときに、そのすりつけの道路のほうが安いんだったら、少なくともすりつけ道路分を入れ

ておいて、そしてあと左側のところが新しい道路がつくれるようになりました、では差額は

これだけですねということを書いていただいたらいいのだけれども、左側が決まっていない

からすりつけ道路も考えていませんでした、本線が延びる可能性も入れていませんでした、

ではそこで切れますという計画にしておいて、後でやはり必要ですと言われるのはやはり気

持ち悪いんですよ。 

  だから、先ほど河野先生のお話と同じなのですけれども、不確実性があるときに不確実な部

分は入れませんでしたともし言われるならば、初めのＢ／ＣでチェックするときにＢが何割

増える可能性がありますが、だから１．０じゃなくて１．３以上で判断しなければいけなく

なるはずなんですよ。だから、Ｂ／Ｃのところに余裕を持たせるか、それとも最低限必要な

ものは入れていただいて、初めの段階で最低でもこれだけのＢ／Ｃは見込めるというところ

を出していただいた上で判断するか、どちらがいいかという話なのだと思う。ここのすりつ

けの区間が要らないと言っているわけではないですね。でも、結局は最終的に、どう考えて

もこの道路の位置づけということを考えると、少なくともすりつけは多分要るだろうという
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ことはわかっているのだったら、その分を入れておかれたほうがよかったのではなかろうか

ということです。 

○道路調査官 高規格道路の場合、一般的にインターチェンジで事業区間を区切っている場合が

多いですね。従って、その段階で通常すりつけというのは考えないのが普通なんですね。先

線でいく場合も。 

○平山委員長 どうぞ。 

○黒沢委員 ここの問題で技術的な問題をずっと議論してもちょっと不毛なような気がします。

要するに一番怖いのはあらかじめこれぐらいかかるかもしれないということがわかっている

ような状態で、かなり低めな金額が出てきて、それで着手をして、それでその途中でやはり

これだけ増えましたとなり、それで、今回のように２割も３割も事業費が変わるようなこと

が起きて、事業継続不可などシビアな議論になることは本当に避けたいことです。技術的な

問題はよくわかるのですが、そうならないための工夫というのを考えていただけないでしょ

うか。これは１番目の案件、２番目の案件、それからＢ／Ｃがかなり悪いのでシビアな議論

になるかもしれない３番目の案件に全部かかわってくることだと思います。検討をお願いし

たいと思います。 

○道路計画第一課長 あとここまでの議論を踏まえまして、もう一つ追加説明させていただきた

いんですが、例えばこの資料でいくと、１４ページをごらんいただきたいんですが、我々今

回の事業費とか事業期間だとか計画交通量とか変動した場合に、どういった形でＢ／Ｃが正

式に変動するかということは感度分析をした上で再評価の審議をしていただいているという

ことはご理解いただければと思います。 

○平山委員長 たくさんの委員の先生からご意見をいただきましたけれども、私自身もこの資料

の出し方はちょっと唐突かなと、最後の瞬間になってぽっと出てきたと。何かもう少し初め

から、あらかじめ予告するなり、何か含みを持たせたような資料のつくり方というのはある

のかなと思いますし、黒沢先生もそういうことだと思いますので、そのあたり、今後資料の

つくり方を少し工夫して、最後の瞬間にぽっと出てくるようなことがないように工夫をして

いただきたいと思います。 

○黒沢委員 私が申したかったのは、要するに、わからないことを入れろということではなくて、

先ほど、こういったことは考えていましたというお話もありましたし、あと１つ目の案件に

関しましては経験的に土壌改良はどうしても多めにかかるという経験がもうあるということ

なので、そういったわかっていることだけでも入れてくださいという意味です。数値を出す必
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要はもしかしたらないかもしれません。こういった観点があるかもしれませんということを

箇条書きにするなどでもいいと思いますので、検討いただければと思います。 

○平山委員長 そのほかに何かございませんでしょうか。どうぞ。 

○遠藤委員 １１ページの資料のトンネルの件ですが、当初の予定から、実際掘削すると弱い部

分が多かったということはやむを得ないことかと思うのですけれども、右上の表で支保構造

の下のほうに補助工法（フォアポーリング→ＡＧＦ）とあって、当初Ｌが１９１ｍからＬが

２７２ｍ、費用は０．２億円から８．４億円と、結構増えるものなのだと思いました。私あ

まり現場のことはわからないのですが、１９１ｍから２７２ｍに増えて、このぐらい増える

ものなのでしょうか。説明していただければと思います。 

○能代河川国道事務所長 わかりました。この部分は補助工法ですけれども、最初、当初、Ｌ１

９１とありました。これはフォアポーリングという工法でまず最初、もともと弱い部分につ

いてはそういうフォアポーリングという補助工法を初めに入れておりました。ただ、その補

助工法を採用して工事部分を掘削を開始しておりましたけれども、それでも上部の天端のほ

うから崩落、亀裂が発生した箇所がございますので、それではない別の、ここで書いてある

矢印を入れているＡＧＦという、そちらの補助工法のほうに変更しております。ですので、

この１９１が２７２になってこんなふうになったということではなく、工法も変えて２７２

になっていて、この費用となっております。 

○遠藤委員 わかりました。ありがとうございます。 

○竹内委員 一つ、防雪柵ですか、１３ページでもいいんですけれども、コスト削減に防雪柵を

見直されたと書かれていまして、自然災害、７号のときですかね、大雪でスタックが発生と

いうことで、日本海側なので非常に雪が多いと思うんですけれども、これを見直されて、主

風向が平行であり、効果が見込めないと書かれていましたけれども、これはこのままでよろ

しいんでしょうか？逆に心配なんですけれども、削減のためではなくて、本当に必要だった

らあってもいいのではないかと思います。ほかの方法、例えば北海道にもありますので、参

考にされてやられたほうがいいんじゃないかという意見なんですけれども、いかがお考えで

しょうか？ 

○能代河川国道事務所長 ２４年度から現地での観測が可能になりましたので、引き続きその風

向、風速の調査を続けております。また、これからずっと続けて、供用時の状態を観察とい

うか、観測をしていきますし、どうしても横のほうからのがまた実態として多くなるという

ようなことがあれば、それは防雪柵の設置のほうをまた検討はしてまいりたいと思います。 
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○竹内委員 防雪柵だけではなくて、ほかの方法もあるのではないかなと思いますので考えてい

ただいたほうがいいのではないでしょうか。横からだけではなくて、縦から来る影響もある

と思いますので、そういうことも今後検討していただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

○平山委員長 ありがとうございます。ちなみに、この盛り土の高さは何メートルぐらいになる

んですか、このあたりで。 

○能代河川国道事務所長 大体５メートルとか６メートルとか、その程度の高さでございます。 

○平山委員長 高いところにあるわけですね。はい、わかりました。ありがとうございます。 

  そのほか何かございませんでしょうか。 

  皆さんからいただいたご意見、少し資料のつくり方、余り唐突的な印象を与えないように、

経緯がわかるようなことでつくっていただけばと。それは今後の問題として工夫をしていた

だきたいと思います。 

  それでは、ほかになければお諮りしたいと思いますが、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、３番目でございます。一般国道１３号院内道路について説明をお願いいたします。 

○湯沢河川国道事務所長 資料４をお願いいたします。一般国道１３号院内道路についてご説明

いたします。 

  １ページをお開きください。本事業は東北中央自動車道の一部を形成する高規格幹線道路で

あり、延長３．０キロメートルの事業でございます。 

  ３ページをお開きください。事業の進捗状況についてです。平成２６年度は下院内トンネル

工事、舗装工事、改良工事を推進しています。平成２８年度に開通する予定でございます。 

  ４ページをお開きください。事業の必要性についてです。主なものを４点説明させていただ

きます。 

  １点目は防災機能の向上についてです。院内道路が位置する秋田、山形県境の国道１３号は、

過去１０年間に自然災害で７回の通行止めが発生している状況にあります。また、迂回路は

なく、約３倍余りの広域迂回を余儀なくされる状況です。 

  ５ページをお開きください。２点目は物流の効率化についてです。夏季の秋田産イチゴは東

京市場にて全国第２位の取り扱い量であり、秋田県内でも湯沢雄勝地域がその約８割のシェ

アとなっております。しかし、イチゴは傷みやすく、鮮度を保つ必要から、その走行性や速

達性が課題となっています。 
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  ６ページをお開きください。３点目は観光拠点のアクセスについてです。湯沢雄勝地域は観

光地が点在し、また、ゆざわジオパークが認定されるなど、観光客数は増加傾向にあります。

しかし、近隣の主要観光地との移動時間の長さが課題となっております。 

  ７ページをお開きください。４点目は冬期交通の円滑な確保についてです。湯沢雄勝地域は

特別豪雪地帯であり、昨年度の最大積雪深は２．４メートルでした。現在の国道１３号は道

幅が狭いため、写真のような排雪作業をほぼ１日おき程度で交通規制をしながら行っており

ます。 

  ８ページをお開きください。事業費の増加について説明いたします。当初１１７億円で計画

しておりましたが、表に示しますとおり、１１億円が増加する見込みです。 

  ９ページをお開きください。具体的に説明させていただきます。増加は現在施工中の下院内

トンネルで発生しております。当初は地表地質調査、ボーリング調査、弾性波探査等の調査

結果をもとに岩質性状を予測しておりましたが、平成２５年８月に掘削開始後、トンネル上

部からの崩落や掘削面の緩みが確認されたことから、補助工法を変更しております。また、

土質区分も一部変更になっています。ことしの８月に掘削が完了し、実績精査により１３億

円の増額となっております。 

  １０ページをお開きください。事業費削減について説明いたします。１つ目は橋梁形式の見

直しです。市道と河川をまたいでいた当初計画を河川部のみ橋梁にすることにより、０．４

億円を縮減です。２つ目は、トンネル受配電設備について、技術基準の改定によりジェット

ファンが不要、及び１棟受配電が可能となり、１．１億円を縮減です。３つ目は、トンネル

照明設備を近年普及してきたＬＥＤ照明への変更により、０．５億円を縮減です。３つの計

画見直しにより２億円の縮減となっております。以上が事業費の変更に係る説明でございま

す。 

  １１ページをお開きください。本事業は防災面の効果が特に大きい事業に位置づけられてお

ります。また、平成２５年度の防災技術検討会においても、防災面の観点から事業の必要性、

緊急性、技術的妥当性について評価をいただいております。 

  １２ページをお開きください。危険箇所等の具体的な位置を図示したものです。このように

落石危険斜面、急傾斜地崩壊危険区域、土石流危険区域が存在しています。 

  １３ページをお開きください。秋田県知事からは、早期の開通に向けて事業の促進をお願い

しますとのご意見をいただいております。 

  以上を受けまして、事業継続を対応方針原案とさせていただきます。ご審議のほど、よろし
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くお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございました。院内道路は昨年も登場した案件でございます。昨年は

技術検討委員会というところの検討結果を踏まえて、この委員会で事業継続を決定している

わけですが、今回また事業費が増えたということで再度お諮りするものでございます。 

  この院内道路の事業は、防災面の効果が特に大きい事業ということに区分けされておりまし

て、これは平成２２年でしたか、そういう範疇の事業、道路の３便益だけではなかなか判定

できないような事業について、防災面の効果が特に大きい事業はＢ／Ｃだけでなくて総合的

に判断するということでこの委員会で仕分けをしていまして、その当時７８事業があって、

５事業だけそういう範疇に事業が位置づけられました。院内道路がそのうちの１つでござい

まして、そういう性格を持っておりますので、最後にＢ／Ｃの表は載っておりません。とい

うような事情がございます。よろしくご審議をいただきたいと思います。 

○黒沢委員 防災面の効果が特に大きい事業という枠組みがあるというのは大事なことだと思う

のですが、例えばＢ／Ｃとかはかなり厳密にルールを定めて数値化をしています。そこにか

なり曖昧な、あるいは定量的なものの中にかなり定性的な、言ってみれば主観的なことで別

枠になってしまうと、なかなかこちらとしても判断できません。また、いわゆる聖域みたい

になってしまって、防災面の効果が特に大きい事業と言われてしまえば全ての事業が、私た

ちでは手が出せないみたいな感じになってしまうと困ります。この防災面の効果に関しても

多分数値化できるはずだと思うので、それを今後進めていただいて、例えばほかの事業と比

べてこれが本当に防災面の効果が大きいのか、あるいはほかの事業の中でここよりも防災面

の効果が大きい事業はないのかと、そういったのがわかるような、数値化の努力というのを

していただけたらと思います。そうしないと、ここでなかなか議論をしづらいと思います。 

○平山委員長 技術検討委員会が開かれていますけれども、そのあたりの様子とか、あるいは特

に防災が大切な事業というのはどんなものなのかというような概要みたいなものをちょっと

ご説明いただけませんでしょうか。 

○道路計画第一課建設専門官 昨年度、ただいま委員長からお話ありましたように、技術検討委

員会というものを開催させていただいております。この技術検討会におきましては、現地調

査もしながら、それから防災面、技術的な観点からのさまざまなご意見をいただいて結果を

出していただいたわけですけれども、まずその現道の課題、どんな課題があるかということ

で、先ほど１２ページで簡単にご説明させていただきましたけれども、例えばこういったい

ろんな土石流危険区域であるとか危険斜面であるとか、こういったところに対して手当てし
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た場合にどのぐらい費用が必要なのかといったようなものについても、この防災技術検討会

の中で検討させていただきました。 

  結論でございますけれども、当然、手当ては費用さえかければ可能なわけですけれども、非

常にここの地質、岩質、風化しやすいというような特性がございまして、現在危険なところ

を対策しても、またすぐ別のところの風化が進んで危険な状態になるといったような判断も

ございまして、結果的には現道で何か対策をするというよりは別線の対策をとったほうが将

来的にもリスクが小さいだろうと、そういったような結果になってございました。 

  それから、ちょっと話の順番が逆になってしまったかもしれませんけれども、平成２２年度

の防災面の効果が大きい事業ということで、先ほど委員長のほうからご紹介ありましたよう

に、１１ページのこの中で真ん中の緑色の部分ですけれども、こういったような防災点検箇

所あるいは事前通行規制区間、津波浸水区域、こういったものに該当するような場合はまず

現道上において防災上の課題が存在すると、さらに通行止めの際に大幅な迂回が必要な場合

は防災面の効果が大きい事業ということで選定されたわけでございますけれども、当時の委

員会においてもＢ／Ｃの３便益だけではなくて、さまざまな防災面の効果についても定量的

に評価できるようにぜひ検討を進めてほしいというようなお話がございました。この時点で

はまだ定量化できるようなものはございませんでしたけれども、平成２３年度の大震災ござ

いまして、２３年度の補正予算で復興道路、復興支援道路を、新規事業化させていただいて

おります。 

  この復興道路と復興支援道路につきましては、実はこれとは違う防災機能評価というものを

やっておりまして、ある程度定量化、定性的な部分もございますけれども、ある程度定量化

したような評価手法で評価してございますので、今後についてはそういったもの、防災機能

評価、まだ暫定版でございますけれども、そういったもので事業評価していくことになるん

だろうというふうには思います。 

○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でしょうか。どうぞ。 

○北林委員 ７ページのところに運搬排雪の状況の写真がありまして、これは要するに維持費で

すよね。こういうものは１回、１日出動すれば幾らになるというのは定量的にわかるわけで、

これは道路工事をやらなかった場合にこれが延々とまずずっとかかっていくわけですよね。

この道路の利便性の積算にマイナスの積算みたいな形で維持費というのは入れて、計算はし

ないものなんですかね。私なんかは、それを考えれば新しいものをつくったほうがよかろう
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という結論になるように思うんですけれども、これ、ただ出動したときのお金のみならず、

交通がストップしますよね、排雪するために。そのときの経済効果というのはマイナスの経

済効果というのが出てきますよね。そのマイナスの何とか効果というのを盛り込むことはで

きないものなんでしょうか。そうすると、さらにはっきりしてくるのではないかなといつも

思っているんですが。 

○平山委員長 マイナスの便益ですね。 

○北林委員 はい、そうです。 

○平山委員長 いかがですか。 

○道路計画第一課建設専門官 まず、１点目の除雪のお話でございます。除雪費用についてＢ／

ＣのＣの部分、コストの部分には除雪費用といったものも含めて５０年間の維持費として計

算をさせていただいております。 

  それから、２点目の通行止め等を生じた場合の迂回損失でございますけれども、それについ

ては今回のＢ／Ｃの中には含まれてはございません。もちろん計算することは可能ではござ

いますけれども、なかなかＢ／ＣのＢの部分に迂回損失を上乗せするということに関しては

まだ若干技術的な課題がございまして、迂回損失を単独で計算することは可能でございます

し、過去の委員会でも算出してご紹介させていただいたことはございますけれども、なかな

かＢ／ＣのＢにそのままオンするということに関してはまだ少し課題があるというふうに聞

いてございます。 

○平山委員長 北林委員、いかがですか。 

○北林委員 問題がクリアになれば、それも入れたほうがいいと思います。雪国におりますと、

ずっとそのことを考えるんですね。マイナスの便益という考え方、ぜひ実現したほうがいい

と思います。希望です。 

○平山委員長 奥村委員。 

○奥村委員 関連するのですけれども、多分この排雪のコストって、では現道のほかにバイパス

ができればここの除雪はしなくていいのかという判断もまたありますよね。（「ここのトン

ネル」の声あり）いやいや、新しいところはトンネルだから要りませんよ。そうではなくて、

現道で残ってしまうところにはもう除雪はしないという判断が果たしてできるのかと。完全

に県境でもうそこに行き来がなくなるのだったら可能かもしれないけれども、実際はそこを

どうするのかというのが結構問題なので、除雪をやめますってなかなか言えないですよね。 

  それから、さっきの防災面の便益ですけれども、研究的には何が難しいかというと、当該区

-21- 



間を迂回して、遠回りして費用がかかるところはまあまあ時間便益というので計算できるの

ですけれども、旅行を取りやめるという行為が一体どれだけのことをもたらすのかというこ

とがよくわかっていないのですね。だから、なかなかそれを、うまく定量化できない。時間

が遅れるだけの影響を入れても十分な量が出るのだったらそれでもいいんですけれども、本

当はやはり取りやめが発生します。あるいはもう人のほうも賢いから、例えば離島のフェリ

ーみたいなところだったら初めから台風来そうだったら準備しますよね。そうすると、実際

にはその日の旅行をやめたとしても、スケジュールを振ればあまり影響がないかもしれない

ので、かかった時間に比例する形で途絶の影響が出るのかと言われると、そうとも言えない

という話があって、それは研究課題の一つになっています。 

○北林委員 わかりました。 

○奥村委員 定量化をやりたいですけれども、まだちょっとほかのところと精度が合うような形

では難しいかなというところですね。 

○平山委員長 ほかに何かありませんか。 

○道路部長 ちょっと今、奥村先生の発言に関連してでございますけれども、今の運搬排雪は全

止めしない運搬排雪という方法をとっていますけれども、バイパスができれば、地元との調

整もありますが、ここを全止めして集中的に排雪をすればかなり早く終わって、また解除で

きますので、そういう意味でも効果はかなり出ると思います。その地区との協議があります

けれども。そういう意味ではもう一つネットワークを持つということは、除雪の効率化みた

いなこともかなりできるようになると思いますので、補足します。 

○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。成田委員、ございませんか。 

○成田委員 ４つ終わってからお聞きしたいと思っていた部分でございまして、今の議論を拝聴

していますと、非常に道路をいかに安全に地元に役立つようにつくっていただけるかという

のがよく認知できたという感想を持ちました。国土交通省の途中の道路を見に行こうツアー

というのが非常に一般市民に人気があるというニュースがございまして、ヘルメットをかぶ

って道路とかトンネルをつくっているところをツーリストが企画して見に行くというもので、

非常に国民といいますか、一般市民でも関心が高い分野であるというのはよく認識している

ところでございます。 

  そういった中で、お話しいただいたこの４件を合計したときに、トータルで見ますと１３８

億円増で２５億円マイナスで、トータルで１１３億円増ですね。その１１３億円のインパク
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トというのを考えたときに、一つ本当に基本的なところで恐縮ではございますが、この財源

ってどこから出るんですかというのが１つです。 

  それから、今、防雪の話ございましたけれども、５０年先を見据えてつくるという点で、次

の世代に渡していくときに、道路も渡すけれども、債務もあわせてセットで渡すとすれば、

どのように私たちはいい社会をつくるために行動していかなければいけないのかというのを

少し思ったというところが次の１つになります。 

  そして、事業評価監視委員会については、個別事業案件でいろいろご審議いただいている最

中ではございますけれども、全体を見ますと、増えているのは１１３億円なんですが、減っ

ているものというのはないので、実際４つ合わせて１３８億円増えて２５億円減るのであれ

ば、ほかの事業も減らせるべきものというのがあって、それについてはどういうお取り扱い

しているのかというところです。もちろん道路をつくっていただくのはとてもありがたいの

ですけれども、東北地域で全体として１１３億円増えた部分というのはどこかで取り戻すと

いうか、どこかで初めからお約束した金額で全体としての社会資本をつくっていくのかとい

うのは、どのように考えていったらいいのかというのを教えていただけるとありがたいと思

います。雑駁で申しわけないんですが。 

○平山委員長 ありがとうございます。どなたにお答えいただいたら、局長。 

○局長 局長でございます。まず最初、財源のお話がありました。しばらく前までは、ガソリン

税をもって道路整備をする道路特定財源制度がありまして、このときにはそれを財源として

いました。それが廃止になりましたので、今現在は国全体の一般財源の中からの国費と県の

一部負担により道路をつくっていますので、基本的には税金を使っております。税金も建設

国債みたいなものを充当しているかどうかは、これはもう色がついていないので、いくらが

建設国債分で、いくらが一般の税金かというのは全くわからない状態になっていますけれど

も、建設国債を使っているとしても基本的には国債を返す中で、そこで次世代への負担をお

願いしているというような流れにはなっております。５０年というお話がございましたが、

この５０年は便益を計算するための便宜的な長さということですので、必ずしもその期間だ

けを考えて事業を計画しているわけではありません。 

  それから、増加した事業費に対する予算手当ですが、特定のどこからか持ってくるというこ

とではなく、リセットされて、新たに国負担分は国、地方負担分は地方公共団体が用意する

ということになります。 

  もう一つ、最初より予算が増えるものばかりではないかというご指摘がありました。これは、
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他の地方整備局でもやはりご指摘を受けていまして、全体として増加するものが多く、マイ

ナスが少なくて、見直しが必要ではないかといった議論があります。今の手法におきかわる 

方法がでてくれば東北地方整備局でも取り入れたいと思いますけれども、その辺はちょっと

ご理解いただきたいと思います。私どももちょっと悩みながらやっておるところでございま

す。 

○成田委員 ありがとうございました。とてもすっきりいたしました。ただ、そうしますと、増

えてしまうばっかりだというお話になってしまったときに、先ほどＢ／Ｃのご議論があって、

Ｂ／Ｃはやはりここに出てきている、ここというのは今、重点事業の表の中に出てきている

全体事業費というのは現実にもうお金として確実なものであって、Ｂ／Ｃはそれを判断の基

準として設定されているものと理解したときに、将来の例えば人口減少とか皆さん思ってい

る中で、５０年後に６，０００万人人口が減るといった中で、道路をたくさんつくっていき

ます、それでいいんですかという議論があったときに、じゃあＢ／Ｃも１でずっと、１を超

えるからいいんだというような議論で果たしていいのだろうかというのは、先ほどの議論を

聞いていて感じたところでございます。 

  ですから、もしかするともうご議論あるかもしれませんし、今私が申し上げているのが全然

的外れかもしれないんですけれども、もっと例えばＢ／Ｃはもう２以上の便益を認められな

ければ国としてその道路をつくることに対しての国民の理解というのはいかほどなのかなと、

得られなくなるような将来が来るのかもしれないなというようなことをちょっと思いました

ので、じゃあ何だと言われると困りましたけれども、一応そういったところをつけ加えさせ

ていただきたいと思います。 

○平山委員長 １つのご意見として承りたいと思います。どうもありがとうございます。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 

  なければ、お諮りを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（案）でいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがと

うございます。 

  次に、重点事業の４番目でございます。最後でございますが、一般国道６号久之浜バイパス

について説明をお願いいたします。 

○磐城国道事務所長 それでは、資料５を用いて説明させていただきます。 

  まず、１ページ目をお開きください。事業の目的と概要についてですけれども、この久之浜

バイパスでございますが、延長約６キロメートルのバイパス事業でありまして、主要幹線道
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路としての機能強化、交通混雑及び隘路区間解消による交通円滑化などを目的としておりま

す。全体事業費につきましては、２５０億円と予定しておりましたが、事業計画の変更によ

りまして１１億円増となる２６１億円に変更予定でございます。 

  ２ページ目をお開きください。この図中、実線と破線で記載されています北側の２．３キロ

区間につきましては、既に平成１１年３月に部分開通しております。その下の部分が事業区

間となっております。 

  ３ページをお開きください。今年度は改良工事及び構造物の工事の進捗を図りまして、平成

２７年度に全区間の暫定２車線開通を目指しております。 

  ４ページ目をお開きください。当該区間につきましては、原発関連の従業員それから除染作

業員などの通勤車両の集中により、朝のピーク時には混雑渋滞が発生しているという状況で

ございます。 

  ５ページ目をお開きください。当該区間につきましては、高波による越波で冠水する区間、

防災点検対象箇所というものが存在しまして、災害による通行止めが多発しております。久

之浜バイパスというのは丘陵部に計画されておりまして、高波による通行止めを避けること

ができると考えております。 

  ６ページ目をお開きください。当該区間は狭いトンネルや急カーブ区間がありまして、大型

車の円滑な走行が困難な状況であります。そのため、大型車のトンネル壁面への接触や転倒

事故が発生しております。 

  ７ページ目をお開きください。久之浜バイパスの北側２工区につきましては、平成１１年３

月に開通しておりまして、並行する現道の交通量の減少や現道の旅行速度の向上というのが

見られております。また、久之浜地区の一部におきまして騒音レベルが要請限度を下回る状

況となってございます。 

  ８ページ目をお開きください。事業費の増加について説明いたします。当初２５０億円で計

画されておりましたが、表に示すとおり１１億円増加する見込みでございます。 

  ９ページ目をお開きください。具体的な内容を説明させていただきます。まず、掘削時の仮

設工についての変更でございます。前回、評価時点では地山掘削の際の安全対策として、仮

設防護柵の設置を計画しておりました。その後、東日本大震災の影響と思われる地山の変状

が確認されましたので、仮設工の変更が必要になったというものです。内容としましては、

現道交通及び作業安全確保の観点により、落石等の防止を目的とした密着型安定ネットとい

うものを追加施工してございます。これにより、約３億円の増額となってございます。 
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  １０ページ目をお開きください。次に、空洞対策の関連費用についてでございます。平成２

２年に工事中に空洞が発見されております。これは、この地域、明治から昭和初期の時代に

亜炭採掘を行っていたというところの廃坑跡であることがわかりました。その後、平成２３

年からレーダーによる詳細な調査をいたしましたところ、同様な多数の空洞が発見されまし

て、対策を検討したところです。具体的には空洞を埋め戻して、車道となる部分につきまし

ては連続鉄筋コンクリート舗装としております。これにより、約３億円の増額となっており

ます。 

  １１ページ目をお開きください。次に、地滑り対策でございます。こちらも平成２５年に震

災の影響と考えらえる変位が確認されました。その後、再度、安定計算を行った結果、追加

の対策が必要となったというものです。具体的には法面の追加排土、これは図中の上のほう

にありますが、これと、法枠とアンカーボルトというものを追加対策として実施しておりま

す。これによりまして、約７億円の増額となってございます。 

  １２ページ目をお開きください。コスト縮減でございます。当初の計画では、工事により発

生した残土は小名浜港整備事業に搬出することで計画しておりました。約２６．５キロ離れ

ております。その後、震災が発生しまして、再度、他事業との調整を行った結果、一部の発

生土を四倉防災緑地事業へ搬出することで計画変更しました。これにより運搬距離が２６．

５キロから０．５キロに短縮されまして、その結果、約２億円のコスト削減となっておりま

す。以上が事業費変更に関する説明でございます。 

  １３ページ目をお開きください。事業の投資効果につきましては、全体のＢ／Ｃが１．９、

残事業Ｂ／Ｃですと５．９となってございます。 

  最後に、１４ページ目をお開きください。福島県知事からは、復興支援するため早期に開通

していただきたいと、事業継続のご意見をいただいております。 

  以上をもちまして、対応方針の原案としては事業継続でお願いしたいと思います。以上で説

明を終わりにいたします。 

○平山委員長 福島県の浜通りですね。いわき市のバイパス道路で久之浜バイパス、国道６号線

ですが、事業費が１１億円増額になるということでございます。ご審議をお願いしたいと思

います。 

○黒沢委員 こういったＢ／Ｃを計算したり、あるいは４車線のバイパスを継続してつくると考

えている中で、原発事故でもう人が住まない可能性があるなどの震災後の変化はもう考慮に

入れてやっているのでしょうか。長期的な放射線量の予想が可能な中で、あのバイパスに本
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当に４車線要るのでしょうか。 

○磐城国道事務所長 まず、それにつきましては、まずは将来の交通推計をした場合には、平成

４２年の段階ですけれども、今の計算としては２万１００台の推計結果となっております。

また、それから実情に関しましては、今まで、どちらかといいますと、実は避難された方、

その中には必ずしも原発の廃炉作業とか除染作業による交通量増というのがその当時は恐ら

く含まれていなかったものだと思っております。そういう意味では、近年、若干交通量は増

えているという状況がございます。そういう点からしまして、この地域は交通の流れにつき

ましては震災の前と同程度、もしくは少し増えているような状況でございますので、これも

廃炉作業というのが今後４０年、５０年の単位で続くと言われておりますので、その点では

必ずしも交通量が下がる方向とは限らず、今の推計結果とそう大きくは変わらないだろうと

いうふうに考えているところでございます。 

○黒沢委員 なかなか推計は難しいとは思うんですけれども、例えば原子力発電所の事故の処理

がうまくいかなければたくさん人が行くことになるし、うまくいけばだんだん減っていくと

いうことになるでしょうから、先の見通しはなかなか難しいとは思うのですけれども、それ

ぞれ見直したというお返事として理解してよろしいでしょうか。 

○磐城国道事務所長 交通需要推計そのものにつきましては、最新の推計をネットワークなどで

計算しているところでございます。ただし、その中には本当に最近多くなっています廃炉作

業の状況とか、それは必ずしも十分には反映されていないという状況と理解しております。 

○黒沢委員 廃炉作業を入れていないのに増えている、あるいは変わっていないというのはちょ

っと地元の感覚からすると不思議な感じがするのですが、それはどういったことなのでしょ

うか。 

○道路計画第一課長 その点は今後また将来しっかり反映していくことになるとは思いますが、

いずれにしてもこの事業に関してはまず暫定２車線でつくりまして、その後、完成４車線に

するかどうかは状況を見ながら判断していくということになっておりますので、その点ご理

解いただければと思います。 

○局長 すいません、ちょっと補足します。ベースになる交通量は、これは震災前のもので、震

災が起こったものを反映させたのではありません。ただ、人口は大きく減少するというベー

スは入っています。入っていますが、この大きな震災の後、ここのエリアがどういうことに

なっているかというのは、決してここにはちょっとまだ埋め込まれていない状態ではありま

す。ただ、現状は先ほど所長が説明したとおり、決して減る方向でもなく、需要が増えてい
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る状態であるというのは間違いないと、そういうことでございます。 

○遠藤委員 いわき市に住んでいた人間として、この手前の四倉のところから急に４車線から２

車線になるのです。先ほどの先生とは全く逆の発想なのですけれども、なぜここを４車線か

ら２車線にするのだと。しかも、あそこの波立海岸のところは狭いのです。いわき市は今、

人口が増えて困っているのです。しかも原発を廃炉にするため、作業員がたくさん通るわけ

です。当然バイパスができればバイパスを通るだろうと、思うんだけれども。ですから、暫

定２車線でも、将来は４車線をつくれという話になるだろうと思います。だから、暫定２車

線でやってもらって、その後増やすかどうか考えるのは妥当ではないかと、現在は思ってい

ます。 

○黒沢委員 いわきに関しては、私も大分通っていますのでわかるのですが、いわきの街中方面

へ行く道ではなく、むしろいわきの中心地から北部へ行く道です。バイパスが不要であると

いうことを言っているのではなくて、バイパスをつくる中で４車線のバイパスというのはか

なり交通量がある都市近郊のバイパスだと思います。ちなみに相馬のバイパスは２車線で、

それでスムーズにいっていると思います。そういったことを考えたときに、４車線という計

画を維持するのはなぜでしょうか。なぜこだわるかというと、今回の事案に関しては、２車

線だと工事費は増えないが４車線だから増えているというところが大きいので、そのために

詳しく聞かせていただきたいということです。 

○平山委員長 ありがとうございます。どうぞ。 

○遠藤委員 １つだけ聞きたいのは、空洞が発見されたというのは、その前から何とか予測でき

なかったものなのですか。この地帯はあちらこちらに廃坑があるのです。ですから、弾性波

探査とかやっていれば、この辺は危ないぞというのはあらかじめわかったような気もするの

だけれども、現地の人の理解を得てやるというのは難しいものなのですか。 

○磐城国道事務所長 その点につきましては、この地域といいますか、いわき市の北部から南部、

それから茨城県の北部にかけて、常磐炭鉱と呼ばれている石炭の地域でございました。それ

に加えて、この久之浜バイパスをやった地域というよりもっと広い範囲でこういう過程でこ

ういう亜炭を採っていたという事実は聞いております。ただし、事前にも文献とか調べたん

ですが、ここの付近にあるという証拠は何もなくて、ないであろうという状態で考えていま

したが、実際掘削をして初めてそういうものが発見されたと。それで、さらに掘削をしてい

けばしていくほど深いところのデータとか、探査でですね、存在することがわかってきたと

いうことで、なるべく努力はしたところですが、最初はなかなか発見するのが、予測するの
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が難しかったというのが現状でございます。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

○道路計画第一課長 １点補足させていただきます。先ほどの４車線にするがために今回事業費

増になっているというお話は恐らく１１ページの件だと思うんですが、これに関してはもう

少し補足して説明しますと、暫定２車線の時点でそもそも３車線相当幅を切り土で開くこと

としておりました。これは滑り線をきちんと取り除くために３車線相当幅まで、本来２車線

の道路ですが、３車線相当幅まで切り土を予定していたものです。それが今３車線でも足り

ないので、ほかの対策をするよりはここをさらに４車線幅で切り開いたほうが安くなるとい

う考え方のもとでこういった対策をさせていただくというふうにしております。 

○平山委員長 必ずしも４車線にするということではないですよね。斜面の安定上、その幅が必

要だということだと思います。ほかに何かございませんか。 

○黒沢委員 それでは結局まだ震災の影響というのを入れていないということなので、これは多

分、国民目線からするとかなり違和感があることではないかと思います。それで、先ほど私

が言いたかったのは、廃炉作業によって増えるというのではなくて、恐らく減るだろうとい

うことです。なぜかというと、数万人いた住民が廃炉作業をする数千人に減っています。そ

ういうのを考えると、きちんと計算すれば減る可能性も十分あるのではないかと思います。

増えるか減るかというのは計算してみないとわからないと思うのですが、けれども、それは

きちっと出した上でそれを見据えた上で、大きく情勢が変わったのですから、昔立てた計画

どおりにやるのではなくて、それに対して変更していくという姿を見せないと、なかなか納

税者の理解というのは得られないと思います。また、特に事業評価監視委員会というのは何

かあれば当然矢面に立ちますので、そういった姿勢はきちんと出してくれないと私たちも非

常に困る状態になると思います。ぜひそこら辺は今後きちんと検討してください。 

○平山委員長 社会的に大きな変動があるような場合、事業費が変わるような場合、そういう場

合は３年という期間を待たないで話題に上げていますので、そういうようなフォローアップ

は今後も続くことだと思いますので、そのあたりは大丈夫かなと。間違いなく３年後にはも

う一回かかりましてですね。 

○黒沢委員 ただ、もう震災が起きて３年４年経っていますので、その中でまだ震災の影響を入

れずに昔の計画通りにやっていますというのはなかなか理解が得られないのではないかと思

います。私たちはいろいろ状況がわかっているので、ある程度仕方ないということでここで

議論しているのですが、一般には理解しづらいと思います。 
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○局長 交通量の計算を行うときには、全国のネットワークで計算を回します。全国のどの地区

にどれぐらいの人口が分布していて、どの人のどういった活動をされるかというデータを計

算条件として入れます。今は次の計算において、福島の原発の周辺で将来どのような土地利

用を見込むか、その仮定がまだ決まっていません。それから、さらに原発周辺の方々のとこ

ろと行き来して行かれる方が今後どれぐらいあるかというのはものすごく大きく影響します。

今後の作業を、急いですると思いますけれども、これは全国レベルでの作業になります。そ

れは三陸沿岸に関しても同じです。全国レベルでの作業で、急いでいると思いますけれども、

もうしばらくお待ちいただきたいと思います。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

○奥村委員 今の仕組みがそうなっていないということは重々承知の上で申し上げるんですけれ

ども、例えば現道は確かに、２車線しかないです。ただ、左側に常磐自動車道があります。

今度、常磐自動車道、結局つながりますからいいんですけれども、やはりあれだけの大きな

災害とそれによる変化があったときに、今までの高速道路は高速道路、一般道は一般道とい

う分類を守ってそれぞれ使うんだということではなしに、本当にここに問題があるのだった

ら、その区間の高速道路を無料化とかしてでも、代替の機能をどうやって現在のネットワー

クで素早く確保するかというような検討もすべきではないでしょうか。今起こったことは、

ものすごく大きいことが起こっていて、そのときに国道だ、常磐道だという話ではなくて、

もう少し全体で、ではここのところはどういうふうな組合せで使うといいのかというような

ことを誰か考えていただかないといけないような気がするなと。そういうお願いをしたいと

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。 

  なければ、お諮りをいたしますが、久之浜バイパス、原案どおり事業継続ということでよろ

しいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは、引き続き要点事業の審議に入りたいと思います。要点事業につきましては一括説

明、一括審議でお願いしたいと思います。１４件ございますが、簡潔にご説明をお願いいた

します。 

○道路計画第一課建設専門官 それでは、要点審議事業につきまして、まず資料１、Ａ３横の一

覧表を使いましてご説明をさせていただきます。 

  この一覧表の通し番号の５番から１８番、この１４件が要点審議事業ということになってご
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ざいます。青地の部分の左から３つ目の項目でございますけれども、事業計画等の変化と書

いてございますけれども、１４事業全てにおいて事業計画等の変更はございません。その右

の全体事業費、それから暫定事業費、これにつきましても変更はございません。 

  その右の投資効果の変化のうち、真ん中、計画交通量でございます。これにつきましては若

干増減があるものがございまして、例えば通し番号の６番、一般国道４号築館バイパスでご

ざいますけれども、交通量が１，５００台増えています。その要因につきましては、その右

の変化要因というところに記載させていただいております。例えばこの事業につきましては、

みやぎ県北高速幹線道路がバイパスに接続する形で平成２５年度に新規事業化なったという

ことで交通量が増えているということでございます。 

  同様に、通し番号の８番、それから１０番。８番の矢本石巻道路、１０番の南三陸道路でご

ざいますけれども、この事業につきましても、みやぎ県北高速幹線道路Ⅲ期となってござい

ますけれども、三陸沿岸部のほうになりますけれども、そちらのほうの事業が平成２５年度

に新規で立ち上がったということで、交通量がそれぞれ増えているというところでございま

す。 

  それから、通し番号の１３番、東北中央自動車道、東根～尾花沢でございますけれども、こ

れにつきましても交通量が４，９００台増えております。その要因としましては、地域活性

化インター、３カ所でございますけれども、中間インターが３カ所増えたということで交通

量が増えているというところでございます。 

  それから、通し番号の１５番、一般国道１１３号梨郷道路でございます。これは交通量が減

ってございます。減っている要因でございますけれども、日本海沿岸東北自動車道の山形・

新潟県境の朝日温海道路、それから秋田・山形県境の遊佐象潟道路、こういった縦のライン

が新たに新規事業化なったということで、この梨郷道路、１１３号、横のラインでございま

すので、若干交通量が縦のラインに流れたということで１，３００台減ってございます。こ

れが計画交通量の変動要因というところでございます。 

  それから、その右の費用便益比でございます。全体、それから残事業Ｂ／Ｃを記載しており

ますけれども、前回については全て記載させていただいております。今回については、記載

しているものと記載していないものがございます。 

  お手元に同じようにＡ３判で配付させていただいております、右のほうに〔参考〕と書かせ

ていただいている資料がございます。これがこのＢ／Ｃ、費用対効果分析の実施判定表にな

ります。左の縦列の項目、こういった項目についてチェックしまして、この項目に該当する
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イエスであるといったような場合は黒四角あるいは黒字で書かせていただいております。こ

の縦のチェック項目に関して、イエス・ノーでいきますと、ノーという判定の場合は赤字で

書かせていただいております。したがいまして、赤字の部分があるところについては、今回

新たにＢ／Ｃを算出しています。赤字のないところについては、今回Ｂ／Ｃの算定を省略さ

せていただいていると、そういうことになります。 

  要点審議事業１４事業につきましては、１ページの真ん中、築館バイパスは今回新たにＢ／

Ｃを算出させていただいています。それから、最後の４ページになりますけれども、常磐バ

イパスにつきましても赤文字部分がありますので、今回Ｂ／Ｃを新たに算出させていただい

ているというところでございます。 

  申しわけありませんが、また資料１のほうに戻っていただきまして、今ご説明しました通し

番号の６番、築館バイパス、それから通し番号の１７番、常磐バイパスにつきましてはＢ／

Ｃを算出しておりまして、それぞれ１．２、１．５というところでございます。それから、

その間にあります通し番号の１１番と１４番でございます。これについても実はＢ／Ｃを算

出してございますけれども、これは後ほどご説明いたしますＢの試算として時間信頼性向上

便益というものを計算してございましたので、今回新たにＢ／Ｃを算出しているというとこ

ろでございます。 

  なお、重点審議事業につきましては、先ほどの実施判定表にかかわらず、全てＢ／Ｃについ

ては新たに算出するということで考えてございます。 

  結果でございますけれども、費用便益比につきましては、通し番号５番から１８番までの要

点審議事業につきまして特に問題はないというふうに考えてございます。 

  それから、その右の事業進捗の見込みでございます。開通予定年度、開通目標ですけれども、

記載させていただいております。それから、記載のない事業も３つほどございます。これに

ついては、用地あるいは関係機関協議等の不確定要素がまだあるということで、開通目標が

まだ定まっていないという事業でございます。 

  続きまして、お手元の資料の６番でございます。少し分厚い資料でございますけれども、こ

れは要点審議事業１４事業全ての事業概要等を記載させていただいたものでございますけれ

ども、昨年度から少し変わった、追加になった項目のところだけ、かいつまんでご説明をさ

せていただきます。 

  大きくは２点でございます。まず、一番最後のページ、左下にページが書いてございますけ

れども、９０／９０とページが書いてございます。先ほど少しご紹介させていただきました
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時間信頼性向上便益について、今回このような試算をさせていただいております。右のほう

に時間信頼性向上便益の概念を書かせていただいておりますけれども、簡単に言いますと、

青地で表現しているものが従来の３便益の走行時間短縮便益に該当するもの、今回新たに算

出しておりますのはこの緑色の部分、時間のばらつき、上が整備前、下が整備後ということ

になりますけれども、整備前の時間のばらつきが１０分あったものが、整備によりましてば

らつきが５分になったと。この５分を今回試算対象としているものでございます。 

  具体的には４２／９０をごらんいただきたいんですが、これは秋田市内の一般国道７号下浜

道路を例にとりまして、今回の時間信頼性向上便益を試算したものでございます。右のほう

に参考・試算値というふうに書かせていただいておりますけれども、基準年における単純価

値（Ｂ）、赤字の部分です、４８億円。その左隣の便益、３便益のトータルが３４９億円に

対しまして、今回の試算値は４８億円ということでございます。 

  同様に、もう一件別の事業でも試算させていただいておりまして、６３／９０でございます。

山形市内の霞城改良という４車線化の事業でございますけれども、先ほどの事業は郊外のバ

イパスの事業、こちらの６３ページのほうが中心市街地での４車線化事業ということで、少

しどんな感度が出るのかなということで選ばせていただいておりましたけれども、こちらの

ほうの結果につきましてもほぼ似たような結果でございます。右のほうに便益を記載させて

いただいておりますけれども、６７億円という結果が出てございます。これが１点目でござ

います。 

  それから、２点目でございますけれども、今回から各事業につきましてコスト縮減の取り組

みの内容を、代表的なものでございますけれども書かせていただいております。例えば、

６・７／９０ページを見ていただきたいんですけれども、これは三陸沿岸道路、吉浜道路で

取り組ませていただいておりますコスト縮減の事例でございます。各事業全て記載させてい

ただいておりますけれども、例えばこういうふうに６ページでいきますと竹割り型構造物掘

削工法といったような取り組みをすることによりまして、コスト縮減が約５００万発生して

おります。 

  それから、その下のページでございますけれども、トンネル内の路側排水工にスリップフォ

ーム工法というものを採用することによりまして、この事業では２，７００万円のコスト縮

減が発生しております。 

  こういったような形で、全事業で記載させていただいております。道路事業につきましては、

全ての事業におきましてコスト縮減を積極的に対応させていただいておりまして、今回、要
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点審議事業にお諮りさせていただいている事業につきましては全体事業費は変わらないとい

うことでございますけれども、さまざまな増加要因がある中で、こういったコスト縮減の取

り組みも積極的に実施する中で、現時点では全体事業費が変わらないというようなところで

ございます。 

  続きまして、資料１にまた戻っていただきたいんですが、一番右端でございます。対応方針

の原案でございますけれども、通し番号の５番から１８番までの１４事業につきまして、事

業継続でお諮りしたいというふうに思っております。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。要点事業の１４事業、ご説明をいただきました。特徴的

なところだけご説明をいただいたんだと思いますが、皆さんのほうから何かご意見、ご質問

等あればお願いしたいと思います。 

○黒沢委員 コスト縮減への取り組みがそれぞれ書かれていて、コスト縮減しているわけですけ

れども、ということは事業費が変わっていない案件はどこかが増えているということですよ

ね。それに関しては書いていないということでしょうか。 

○道路計画第一課建設専門官 そうでございます。工事費が多少なりとも増えるもの、減るもの

が各々ございます。それから、今回記載させていただいているコスト縮減の取り組みにつき

ましても、ごくごく一部のもの、代表的なものということで記載させていただいております。

どの事業におきましても増減リスクというのは常にありまして、そういった中で現在のとこ

ろ全体事業費に変更がないというところでございます。 

○黒沢委員 要点審議事業なので審議する時間はほとんどないのですけれども、やはり私たちが

どの道路でどういったコスト増があったかというのを知らないというのはまずいのではない

でしょうか。なので、資料の中にコスト縮減の努力というのはもちろん入れていただきたい

のですけれども、増加した内容についてもやはりあったほうがいいように思いますが、いか

がでしょうか。 

○道路計画第一課建設専門官 コスト増になっているのは、さまざまな盛り土するに当たっても、

それから切り土するに当たっても、橋をつくる、トンネルをつくる、さまざまな、もっと細

かいいろんなものがあるわけですけれども、そういった中で、じゃあどこまで何がどう変わ

ったのかというのを全てこの中に記載して、それから同様に減ったものも全て記載してとい

うようなところ、どこまで記載するのかというのはちょっと今後検討が必要ではないのかな

と思います。 

○黒沢委員 私それを言っているのではなくて、重点審議事業にあるのと同じ程度の資料で構い
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ません。重点審議事業も全てを書いているわけではないですよね。その程度の大きく変わっ

たところだけでも入れていただければという意味です。ちょっと誤解というか、私の言葉が

足らなかったために、何か全てを出せというふうに捉えたのかと思いますけれども、そうで

はございません。 

○企画部長 「費用対効果」の「費用対効果」という考え方があります。費用対効果分析の精度

を高めるにも費用がかかるので、判断を誤らない範囲でそれなりの精度で積み上げをやろう

という考え方です。その考え方からすると、大きく見て余り大きな変動がないものについて

は、精査するコストをかけない。一方で、コスト縮減の努力は重要で、それはどの工事でも

やるわけなんですが、その努力の具体的な例示的として資料を出しているというのが今の姿

です。個々の工事を細かく調べればいろんな項目で費用の増減があるわけなんですが、それ

を細かく調べるコストも考え、コスト縮減の努力の一つの例示として出させていただいてい

ると、そんなことでございます。 

○平山委員長 九戸委員。 

○九戸委員 委員会を開く前に、道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループとして道路

の委員がそれぞれに事業を精査した上で重点を選び、その他は大きな変動がないということ

で一括審議ということを事前に決めさせていただいていますので、これ以上にまた細かい資

料をと求められますと、むしろそちらの作業のほうが私は無駄ではなかろうかと。 

○黒沢委員 それを言っているのではなく、細かいのを全部載せろと言っているわけではないで

す。 

○九戸委員 増減を、この大きな変動がないという資料の中にも載せてほしいということですよ

ね。 

○黒沢委員 いいえ。要するに大きな増減がこれらにはないので重点事業のように大きな削減も

ないということでよろしいですね。 

○九戸委員 削減は、国土交通省としては削減の努力を見せたいということで、削減額を見せた

いというものではないわけですよね。大きく変動がないということで一括審議するというこ

とは、もうこれは前に会議の中で決められたことですので……。 

○黒沢委員 そのとおりです。私言っているのは、その話ではなくて……。 

○九戸委員 小さな削減があるんでしょうという考え方ですね。 

○黒沢委員 いや、違います。大きなものは載せましょうということです。大きなものがないと

いうのであれば、例えば数百万円とか数千万円とか、まあ数千万円は……。 
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○九戸委員 その範囲内だという考え方だと思います。 

○黒沢委員 なかったということであれば構わないんですが。 

○九戸委員 それはもう道路のワーキンググループの中で皆さん十分な審議をした上でここにか

けているわけですので。 

○奥村委員 先ほどの成田委員のご発言とちょっと絡むんですけどね。 

○黒沢委員 私も、はい。 

○奥村委員 ここで見てどういうふうに感じるかといいますと、増えたところに対して増えるこ

とが見込みとして明らかになったので、全体が増えない程度に頑張って減らしている。しか

しその一方で、下の半分はそういうことをしたようにしか見えないんですよ。だから、本来

やらなければいけないのは、できる範囲で頑張って縮減できるところは縮減していただくと

いうことをした上で事業を進めないといけないのに、いわば増えた部分だけ、埋め合わせの

部分だけ頑張って考えましたということの結果として、変わらないところがこんなにたくさ

んあるのではないかと。本当に努力をするんだったら、ちょっとだけ減りましたというとこ

ろとか、ちょっとだけ増えましたというところももっと出て当たり前なのではないかという

ように見えてしまうのです。今の、全体は変わっていないけれども、その中にはコスト削減

が含まれていますと言われたら、増えた部分もあるんですよねと。そうすると、増えた分が

小さかったから、それなりに埋め合わせるところは埋め合わせたけれども、その埋め合わせ

た以上のコスト縮減の努力というのは十分されていないのではないかというふうに思ってし

まうのですね。だから全体が変わっていないのにコストの縮減がされていると言うのであれ

ば、ちょっと下がったのとか、ちょっとそこまではいきませんでしたけれども少し増えまし

たというのがいっぱい並んでいて当たり前なのではなかろうかと、それが不思議だなという

感じをやはりさっきから受けています。 

○黒沢委員 私も次にそれを言いたかったんです。ありがとうございます。 

○平山委員長 全体の事業費ありますよね。そういう中で、ここで言っているのは今年度、今回

のこの３年間における縮減の値を出しているわけです。ですから、またその事業全部終わる

までに減らせるのか、もっとかかるのかわからない。そういう状況でこの事業は減りました

とそこで言っていいものかという疑問はあると思うんですね、その途中の時点で。だって、

その次の年また変な地質が見つかって事業費が増えるかもしれない。だから、あんまり変動

させるというのは逆な意味に誤解されるおそれもあると私は思いますね。 

○遠藤委員 土木屋の一人として、どんなインフラ整備でも予測と異なる場合がある。つまり、
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トンネルの場合１７億円が２７億円になったり、費用が５割以上増える場合もある。土の場

合も５割ぐらい、あるいは倍になるときもあるかもしれない。そういったものがなければ、

ないというふうに説明を受けている。道路のワーキンググループとしての異論はなかった。

ですから、どこかで例えば事業費で１０％とか２０％以上増えたもの、減ったものもありま

せんとか、そんな説明をしてもらえば特に問題はないのかと思う。多分そういうぐあいにお

さまっているから、全体の３年間ぐらいに変動がなかったのでないかと思っている。先ほど

質問したのは１７億円から２７億円ぐらいにトンネル工事費が増えれば、何か事情があると

思って聞くわけですよね。それで、ＡＧＦはそんなに金かかるものかとか、こちらも認識す

るわけです。道路のワーキンググループの中で説明はあったと思うのだけれども、特に大き

な変更はなく、プラスもあればマイナスもあって、ほどほどにおさまっているというお話だ

ったと思うので、今回は重点を４つ選んだのです。ですから、もし資料が必要であれば、そ

こにこのぐらいプラスのものもあるし、ここがマイナスと、何かコメントをつけてもらえば、

あるいは一覧表をつくっていただくぐらいで大体わかればいいのかと私は思います。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。間庭委員、何かございませんか。 

○間庭委員 特にはないです。 

○平山委員長 ほかにございませんでしょうか。 

○成田委員 多分、皆様のもやっとした気持ち、確認させていただきたいんですけれども、下の

５から１８の要点を見たときには、縮減を積極的にされていった結果、こういう結果に、ト

ントンにおさまっているという努力という理解でいいのかということ。要は、逆に言うと、

じゃあ増えなかったら削減しないのかという見方も国民からすれば当然にあるわけで、そこ

は違うと。例えば日々努力している中で、かなり金額が大きくなったものは重点に上がりま

したけれども、そうでないものは要点の中におさまりつつ、監視をしながら、道路をつくる

過程において常にコスト削減の努力を、税金を使うわけですから当然にしているといったよ

うなものというのはどのように私たちは認識すればいいのかというところを教えていただけ

ればと思います。 

○企画部長 ご指摘のように、全ての工事で常にできるだけどう安くできるかということは努力

して考えているつもりでございます。一つご理解いただければと思うのが、この資料の中の

１つの数字を出すのに、当然その数字の精度について我々責任がございますので、その数字

を出すものについてはきちんとやっぱりそこは新たな数字を出すときはいろんな角度でちゃ

んとチェックしなきゃいかんと。例えば先ほどの増減いろいろある中において、細かくこの
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数字を、一個一個の数字にチェックが要るということがございまして、大きく動いていなけ

れば、細かく積算すれば若干どっちに動くかわからないものであっても、そこは労力を考え

まして、そういう形にさせていただいて、ただ、その中でここは減ったとか、その努力のあ

かしとしてわかっていただくために、そこのところはきちんと数字を出していると、そんな

考え方で今やっております。 

○成田委員 それは数字の出し方という認識でよろしいですか。私がご質問させていただいたの

は、道路をつくる過程において縮減するというプロセスがルーティンの判断の中、もしくは

事業を実際実現する中であるかどうかというのが何かしらの形でお示しいただけるかという

ことです。そうしますと、多分国民は安心してこの事業評価監視委員会で見たプラスだけの

ものについて審議して、間違いないですねというところでのご判断をいただけるのではない

かというところなんですけれども。 

○企画部長 わかりました。ある意味で我々もうルーティンでそれをやっているところがござい

まして、例えばＶＥという言葉がありますが、バリューエンジニアリング、これはコストを

どう下げるか、あるいは質をどう高めるか、あるいは安全度をどう高めるか。こういったこ

とは、我々が事業をやるときのいわばルーティンの数の中に組み入れられています。ある意

味ちょっと当たり前すぎて、何かすいません、説明が足らなかったかもしれないんですが、

そういう中で我々発注者側でやるものもございますし、あるいは受注者が契約をする中にお

いて提案していただいて安くしたり質を高めるとか、そういうことが常にございます。 

○平山委員長 よくわかりましたかというか、あんまりよくわからないんじゃないかと思って心

配しているんですが、例えば縮減して１億円縮減したと。そしたら、その１億円はどういう

ふうになるんですかと。事業費が２０億だったのが１９億になるのか、あるいはそれは次年

度の分も含めて１０メートル道路を延ばすのか、どういうふうに使われるのかということを

知りたいんではないでしょうか。 

○奥村委員 そうではない。 

○平山委員長 ではどうぞ。 

○奥村委員 多分、今の私の理解だと、今回これは再評価ですよね。だから、終了時評価で最後

までやってみて結局お金がかかりました、それで減りましたということは多分起こるんです

ね。多分起こるので、それはその段階で最後に減らすために努力はいっぱいしていただいて

いる。ただ、残念ながら増えることもある。結果としてプラス・マイナスになることあるで

しょう。今回は再評価なので、まだこれから先に何が起こるかわからない部分が結構残って
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いるので、現在までの見通しの中で既に増えるということが明らかになったものだけを上の

ほうで書いていただいていて、下のほうは本当は結果としてまた減るかもしれないんだけれ

ども、今の時点では見込みをわざわざここで書きかえるほどの大きな変動はないから下に入

っているだけだということなのですね。下のほう事業の事業費がこれからもう一切減らない

とか、そういう話をしているのではないというふうに理解してよろしいですね。だから、

日々の中で節約をする努力はルーティンの中にもう入っているので、例えば終了時評価のと

ころでもしこの数字が出てきたら、当然増えるのもあるだろうけれども、減るのももっと出

てくるだろう、今回は再評価なので、これから先継続していいかどうかの判断なので、今ま

でのところで見込みを改めないといけないところについてだけ議論をしましょうというふう

になっている、そういう理解でいいですね。だから、努力はいっぱいされていて、今後とも

減らしていただけるということを期待しながら、いや、でも増えてしまったものに対してこ

れはしようがないですねということを今確認しているということですね。よろしいですね。

ありがとうございます。理解いたしました。 

○平山委員長 成田委員、よろしいですか。 

○成田委員 はい。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

  それでは、ご意見ないようでございますので、お諮りをいたしますが、要点事業の１４件、

一括して事業の継続をお認めする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、これで今日の審議は全部終わりでございますが、ちょっと取りまとめの時間、何

分ありますか。（「５分ください」の声あり）５分。はい、じゃあ５分休憩にいたします。 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 それでは、準備ができたようでございますので、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が、事務局のほうで読み上げをお

願いいたします。 

○司会 それでは、議事概要のまとめを拝読させていただきましたので、私から読み上げさせて

いただきます。 

  前振りについては省略させていただきます。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 
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  以下に記載の１８事業について審議を行った。１８事業、個別、省略させていただきます。 

  道路事業再評価１８件について、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。 

   ・当初事業費については、過去の事業費の増加事例も分析しながら、できるだけ正確に算

出できるよう取り組んでいくこと。 

   ・不確実性が存在する場合は最初から期待値として事業費に見込むことも検討すること。 

   ・ＩＣ形状変更については、資料の中で経緯がわかるように示すなど工夫が必要。 

   ・防災面の効果について、定量化にむけて今後努力をしていくこと。 

   ・震災の影響を評価に反映することが今後必要ではないか。 

  以上でございます。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○黒沢委員 最後のところだけ、「必要ではないか」という問いかけになっているんですが、既

に評価に反映させることを既に検討して早急にやるということでしたので、上と同じように

「震災の影響をなるべく早く評価に反映することを努力すること」ということでいかがでし

ょうか。 

○平山委員長 いかがですか。よろしいですか。（「はい」の声あり）それでは、「なるべく早

く」は入れるかどうかは別として、今後の評価の中に入れ込んでいくというような文面にし

ていただきたいと思います。 

  ほかに何かございませんか。 

  それでは、そこの修正を加えて、本日の議事概要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。 

 

４．閉 会 

○司会 それでは、以上をもちまして平成２６年度第２回東北地方整備局事業評価監視委員会を

終了いたします。 

  なお、次回の委員会は１２月５日の開催予定としております。委員の皆様方におかれまして

はご出席いただけますよう、お願い申し上げます。 

  本日は大変ありがとうございました。お疲れさまでした。 
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