
 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第３回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２６年１２月５日（金曜日） 

    １３：００～１５：００ 

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２６年度東北地方整備局事業評価監

視委員会の第３回目を開催いたします。 

  本日は大変お忙しい中、また、天候が悪い中ご出席賜りまして誠にありがとうございます。 

  私は、本日の司会を務めさせていただき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、ホチキスどめさ

れております本日の会議の次第、そして出席者名簿、配席図、それから１枚物で審議対象事

業位置図、続きましてＡ４の資料ですが、資料１－１、１－２、２－１と２－２、３－１、

３－２、４－１、４－２となってございます。そして、Ａ３横の資料でございますが、資料

５－１と５－２となってございます。不足などございましたらお申しつけください。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、１１名の委員全員のご出席となってございます。 

  なお、本日の審議案件であります阿武隈川水系直轄砂防事業の説明につきましては、福島河

川国道事務所長が会計実地検査対応で出席できないことから、河川部で説明を行いますので、

よろしくお願いいたします。 

  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 

○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 本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

  また、委員会に先立ちまして、河川のワーキンググループにご出席いただきました先生方、

重ねて御礼申し上げます。 

  今日は、河川関係事業で再評価３件、港湾事業で再評価１件、それから河川関係事業の報告

事項が６件ということになっております。 

  いつもどおり活発なご意見を賜りまして、ご審議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。 
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○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 皆さん、ご無沙汰しておりました。今日は委員全員ご出席いただきましてありが

とうございました。 

  それでは、これから審議を行いたいと思います。 

  いつものように説明はポイントを押さえて、効率的な議事の進行にご協力をお願いしたいと

思います。 

  まず、河川関係事業の再評価３件の審議を行います。 

  事業選定ワーキンググループが行われておりますので、選定結果と審議のポイントについて、

事業選定委員の竹内委員からご説明をお願いいたします。 

○竹内委員 河川関係事業に関する審議事業選定ワーキンググループを１１月５日に開催いたし

ました。黒沢委員、河野委員、北林委員と平山委員長、あと私の５名で検討を行いました。 

  私から選定結果についてご報告させていただきたいと思います。 

  選定結果ですが、今回は河川関係事業といたしまして砂防事業の再評価３事業が対象となっ

ており、検討の結果、重点審議事業といたしまして八幡平山系直轄砂防事業、阿武隈川水系

直轄砂防事業の２事業を選定させていただきました。 

  赤川水系の直轄砂防事業ですけれども、これは要点といたしまして、その理由は、Ｂ／Ｃが

１０を超えておりまして評価の優先度が低いと考えたためであります。このため、残る２事

業を重点審議事業といたしまして説明していただくことにさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○平山委員長 ありがとうございました。重点事業が２つ、要点事業が１つということで、重点

事業のほうから審議を行いたいと思います。個別説明、個別審議で行います。 

  重点事業の阿武隈川水系直轄砂防事業について説明をお願いします。 

○河川調査官 今、ワーキング結果がございましたけれども、３事業、砂防事業になりますが、

今回の全体を総括しますと、平成２３年に事業評価監視委員会のほうでご審議いただいてお

ります。その後、平成２４年３月に砂防事業の便益を出しますマニュアルの改定がございま

して、今回は、平成２３年から３年たったということで再評価のご審議をいただくことにな
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っております。 

  なお、３事業とも、前回事業評価をしてから事業費については変化がございませんので、冒

頭、補足させていただきたいと思います。 

  では、阿武隈川水系直轄砂防事業につきまして、資料１－１でご説明させていただきたいと

思います。 

  １枚おめくりいただきたいと思います。まず、初めに、事業の目的と概要について説明いた

します。 

  阿武隈川水系直轄砂防事業でございますけれども、位置図に記載がありますように、新幹線

を初めとした重要交通網、そして福島県の県庁所在地の福島市街地、こういったところを土

砂及び洪水氾濫被害から被害の軽減または防止をすることを目的に実施しているものでござ

います。 

  評価の対象となる中期的な目標、これは３０年の期間を設定しておりますけれども、平成２

４年度から３０年、事業費は３６６億、残事業費は、この３年間で費やした約３０億を引き

まして３３６億。事業の進捗率は約８％という状況になっております。 

  下のページ、資料２でございます。過去の土砂災害についてまとめております。 

  流域は、火山の噴出物からなる脆弱な地形で覆われております。崩壊地や地すべり地が多数

存在しており、近年ではこの写真にありますように、平成元年８月に松川で鉄道の橋脚が転

倒するような被害も出ております。また、平成１０年には荒川右岸の堤防が決壊しておりま

すし、平成１８年１０月には姥湯温泉直上流で土石流災害が発生してございます。 

  資料をおめくりいただければと思います。３ページ目でございます。想定される被害でござ

います。 

  １つは、１５０年に１回の想定される大雨、これによって上流の荒廃地から流出してくる土

砂が川の中に堆積して川底の河床が上昇することが懸念されます。それによって、下流域の

福島市で洪水・土砂氾濫被害が発生することが想定されております。万が一そういった被害

が発生した場合の氾濫面積につきましては、福島市街地で３，８００万平方メートルと試算

されております。 

  もう一つ、流域内の土石流危険渓流におきまして土石流が発生して氾濫区域内の人家、公共

施設、道路、観光施設等にも被害が発生するおそれがございます。 

  下の４ページでございます。中期的な目標による整備計画を説明しております。現況の土砂

整備率約４６％を３０年間で約７３％に引き上げるというものを目標に事業を行っていきま
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す。 

  おめくりいただきまして、５ページでございます。これは松川流域の具体的な施設の配置計

画を示しております。今後１０年間は荒廃が著しい前川中流の整備を優先してやっていくこ

ととしております。 

  下の６ページになります。６ページは、荒川流域支川の須川の施設配置計画でございます。 

  以下、次をおめくりいただきまして、７ページ、これは荒川流域の施設配置計画になります。

基本的には１０年間で重点的な整備箇所を決めまして、整備のほうを進めているところでご

ざいます。 

  下の８ページをごらんください。流域で警戒避難のために実施しているソフト対策でござい

ます。土石流の発生を監視するための複数のワイヤーセンサーを設置したり、また、監視カ

メラによって常時渓流の監視を実施しております。こういったもののソフト対策によって、

万が一のときには情報が関係機関に発信されるようになっております。また、大規模災害を

想定した防災訓練、これは関係機関と毎年実施することとしております。 

  おめくりいただきまして、９ページでございます。自然環境や景観への配慮ということで動

植物調査を実施しており、貴重種等が生息・生育する環境での工事を行う場合には、地域で

の有識者等の助言を踏まえながら事業を行っております。また、周辺環境に配慮した取り組

みも行っておりまして、この阿武隈川水系では文化財に登録されたような砂防施設もござい

ます。 

  １０ページでございます。これはＢ／Ｃの前提となります事業による被害軽減効果をまとめ

ております。福島市街地は人家約５，９００戸、氾濫面積１，３８０万平方メートルの被害

が軽減されるということを想定しております。 

  また、土石流危険渓流につきましては、人家等１１戸、国道約９００メートルの被害軽減を

想定しております。 

  おめくりいただきまして、１１ページでございます。今回の費用対効果分析の便益を一覧に

しております。 

  下のページ、１２ページでございます。これが新しいマニュアルに基づきまして算定しまし

た費用対効果分析の結果でございます。中期的な目標による整備、全体ではＢ／Ｃ２．８、

残事業Ｂ／Ｃにつきましては３．０となっております。 

  おめくりいただきまして、１３ページは感度分析の結果でございます。中期的な目標による

整備全体でＢ／Ｃは２．５から３．１、残事業が２．７から３．４となっておりまして、十
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分な投資効果があると判断しております。 

  下のページ、対応方針でございます。福島県及び山形県からの意見では、事業の継続には異

議がないという意見をいただいております。 

  保全対象には、福島県の県都である福島市が含まれ、多くの重要交通網、温泉等観光資源が

存在するなど、土砂災害が発生した場合、福島県全体の社会経済活動に深刻な影響を及ぼす

ことが懸念されております。そのため、この地域の安全・安心のために必要な事業というこ

とで、またＢ／Ｃは１．０を超えております。今後の流域ごとのコスト縮減、また事業の効

率化に努めていくのは当然でございますけれども、そうした取り組みをしながら事業継続が

妥当と考えております。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  最近、雨が異常な強度で降ることが多く、土砂災害もかなり増えている印象がございます。

広島で起こったような土石流、それとか地すべりもございますし、あるいは今回の砂防事業

が対象とするような、砂が流れてきて川にたまって洪水が起きやすくなるとか、さらに流域

の財産・人命の損失につながるというようないろいろなことがありますが、あんな山の中で

何をやっているんだろうと余りぴんとこないこともあろうかと思います。今日は３件、砂防

事業がありますので、よく理解をする機会にしたいと思いますので、活発なご討議をお願い

したいと思います。それでは、何か皆様のほうからございましたら。どうぞ遠慮なくお願い

します。 

  北林委員、ありましたらどうぞ。去年、秋田の供養佛でしたか、人がお亡くなりになりまし

たね。あれは前は県の事業だと思っていたら、国が直轄でやることになりました。 

○北林委員 あれは私有地だと思うのですが、国が直接工事することになって、そういうものな

のかと疑問に感じました。東北電力の土地もあるとか聞きましたが、私有地であっても緊急

の場合は国が工事するのだそうですが、どのような判断で、といいますか、どのぐらいの規

模であれば国が出るのかといった基準について疑問に思っています。以前ご説明いただきま

したが、１００％納得がいきません。 

○平山委員長 砂防関係の事業というのは原則として県がやることになっているんですね。２県

にまたがるような大きなところもあったり、難しいところもあるので、多分国が出てくるん

だと思いますけれども、そのあたりの考え方をお願いします。 

○河川調査官 今回の供養佛につきましては、ご指摘のとおり県の砂防で実施する地域だったん

ですけれども、甚大な被害が発生しておりまして、秋田県さんから国のほうに、国でやって
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ほしいと、迅速に対応してほしいというようなご要望をいただきまして、その要望を踏まえ

まして、私どもも東京のほうにもお伝えしまして、直轄であそこの対策をやるということに

決めまして、東北地方整備局のほうで対応させていただいたところでございます。 

○北林委員 そうすると、県から要望がないときは県がやるのが原則で、これ以上の被害だった

ら国が出ていくという基準は特にないということなんでしょうか。 

○河川調査官 まず、お金がないからやってくれみたいな、そういう要望はもちろん県のほうで

やっていただくことになるんですが、今回の場合は突然、雨で被害が出て、しかも甚大な被

害が出たということで、さらにまだ二次的な被害も起き得るというような状況がございまし

たので、我々資機材も含めて技術力も、全国にそういう技術者がおりますので、国のほうが

迅速にやれるということが利点としてあるものですから、県さんのほうが我々にご要望いた

だいたんだと思います。 

○平山委員長 どうぞ。 

○奥村委員 すみません、ちょっと資料のことで申しわけないんですけれども、２ページ目の事

業の必要性のところに、雨が多くて下が氾濫したという例が挙がっているんですが、今回進

めようとしている事業は水をとめる事業ではなくて土をとめる事業なのではないんですか。

水をとめる事業なら、こんな上のほうで一生懸命対応しなくても、もうちょっといろいろな

上流域の影響を一遍にカバーできるように下流側でまとめて水をとめるというやり方もある

のだと思うのです。そもそも今の事業をしなければいけなくなっているのは、いろいろなと

ころで土砂崩れが起きて、下流に土が流れる可能性があるところがもし崩れると大変なので、

上流のほうでとめないといけないというので、いろいろなところでやらないといけないとい

うことですよね。なのに、ここの２ページ目の必要性のところの被害の発生状況のところは、

土が流れてきた被害ではなくて、水が流れてきて被害が発生したように書いてあるようで、

おかしくないのかと思いました。 

○河川調査官 すみません、説明が少し舌足らずだったところがあろうと思いますけれども、当

然、１０年のときも土砂が上流で捕えられなくて川の中に入ってきております。川の中に土

砂が来たということで、河床が上がって川の水がこぼれたと。土砂が上でとまっていれば当

然、そのときにも川が決壊したおそれは否定できませんけれども、その原因として土砂が下

流に流れて、それで河床が上がって決壊が早くなったという事実は想定されるということで、

ここに被害の一例として挙げさせていただいております。 

○奥村委員 わかりやすさから言うと、この「下流で発生した」の前に「上流でこれこれの土砂
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崩れが起き」とか書いていただかないと、水だけで災害を防ぐんだったら多分砂防事業じゃ

ないですよね、という感じがしました。 

○河川調査官 申しわけございませんでした。ご指摘を踏まえまして、今後説明のところではき

っちりと丁寧に入れさせていただきたいと思います。 

○平山委員長 堰堤ができると、逆に土砂が流れなくて河床が低下するというようなことは定性

的にはあるような気がしますが、やはり上流からどんどん土砂が制限なく流れてくると河床

が下流で上がって氾濫しやすくなるというところに砂防工事の意義があるというご説明で理

解できましたが、ちょっと言葉足らずだったように思います。 

  ほかに何かございませんか。はい。 

○九戸委員 教育委員会に属しておりまして、今年、学校訪問をずっとしております。小学校の

４年か５年だと思います。砂防堰堤を社会の時間に見学することになっています。こういう

小さいときから事業の意義をきちんと習っているのと思って感心しました。先ほど委員長が

おっしゃったように「こんな山の中で何の工事しているんだ」という見方で見られがちです

けれども、小さいときから国民としてその意味を理解できる素地をつくっていることは、本

当にいいことだと思いました。 

  もっとこういう工事の意味をマスコミ、例えば新聞の連載ですとかテレビの中できちんとフ

ォローしていくことはいいことだと思いました。砂防事業はなかなかわかってもらえない、

山の奥でやっている事業ですので、ご紹介があってもいいと思いました。 

○平山委員長 ありがとうございます。砂防事業というのは山の中でやっているんですが、広域

的な影響が随分下流に波及するものでもあるんですね。ですけれども、やはり部分的に見る

と、山間部の人がどんどん減っていって、もう人家もないのにどうしてこんなに大きい堰堤

をつくってというような、地先のローカルな工事を見るとそういう判断にもなってしまいま

すよね。ですから、河床が下流で上がったり道路が不通になったり、そういう大きな広域的

な被害というのは起きることはわかりますが、やはり経済効率からすると、人が少ないとこ

ろはもう少し手を抜いてもいいのではないかというような考えもあり得るのかと思うんです。

どんなに小さな集落でも、人が少なくても、平等な安全を確保するのは国の役割だと思いま

すが、どなたか打ち合わせのときにおっしゃっていましたけれども、もしそこに住む数軒を

高台移転するみたいなことは、施策の中にあり得ないのかというような発言がありました。

そういうところはどうなんでしょうか。そういうことは国はやらないというのは、非常に頼

もしい国でありがたいことなんですけれども、余りにも経済効率が悪ければ違った手立てと
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いうのも、もちろん住民と合意の上にやるべきことだと思いますけれども、そういう手立て

というのは実際問題あるんでしょうか。 

○河川調査官 土砂災害警戒区域に指定したり、そういうことは県のほうでやっているんですけ

れども、レッドゾーンとか言われていますが、指定の方との調整というのはもちろんやって

おります。 

  直轄の方につきましては、地先というよりは先ほど委員長のほうから解説いただきましたけ

れども、流域全体を見ながら流域の土砂をどうとめていくかということでやっていますので、

そういった意味では、無駄なと言っては語弊がありますけれども、適切に流域全体で土砂を

どうとめていくかというような視点に基づいてやっておりますので、きちんとやっていると

いうふうには認識しております。 

○平山委員長 はい、北林委員。 

○北林委員 多分それは私が言ったんだと思いますけれども、１０ページでしたか、最終的に事

業の投資効果のところに、土石流危険渓流では人家等１１戸とあります。非常に予算がタイ

トな中で、むしろ１１戸の方々に安全なところにおいでいただいたほうがいいのではないか。

それから、今後のことを考えますと、こういう危険な場所に今後代々住み続けるということ

はなかなか考えにくいことではないかとも思います。これもまたどういう基準でそういう判

断になるのか、お教えいただければと思います。 

○平山委員長 我々の考え方というのはかなり都会の考え方なんだと思いますね。そこにふるさ

とを持って住んでいる人の生活を否定できるか、そこに住んでいる人のふるさとを奪うこと

ができるのかということを考えると、非常にこれは難しい問題だと思いますね。 

○北林委員 確かにそうだとは思うのですが、そうだとすると、堰堤をつくるために何百戸と引

っ越さざるを得ない場合がありますね。その場合はその方々の利益というよりは、その下流

の何万戸という方々の利益のために移っていただくということでしょうか。何万分の何百と

いうことになるのでしょうが、そうするとこの場合は何分の１１になるのだろうかとも思っ

てしまうのですが。 

○河川調査官 ここも１１戸から先に書いているから、１１戸というのが先生にご理解をいただ

いたんだと思うんですが、下の絵を見ていただくとわかりますように、土石流が出たときに、

山形新幹線とか主要県道等ございますので、仮にこの１１戸を守るというよりは地域への波

及効果、重要交通網である山形新幹線、県道、こういったものを守るという視点が先に本来

は来ているんだと思います。１１戸の方々の人命がそれ以下だというつもりは毛頭ないんで
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すけれども、やっぱり我々の感覚からして人命のほうが来るものですから、１１戸が先に来

ているんですが、トータルで考えたときに、１１戸を守るためにこの対策をやっているわけ

ではなくて、広域的な重要交通網を守るという視点がパラで出ていますので、表現が悪かっ

たところがあるかもしれませんけれども、仮に１１戸を守るということであれば、先ほど言

ったレッドゾーンに指定するとかそういう対応はあると思いますけれども、今回のここにつ

きましてはそういったことでご理解いただければと思います。 

○平山委員長 はい、どうぞ。 

○河川部長 河川部長の鈴木でございます。貴重なご意見ありがとうございます。 

  今、私どもの河川調査官がレッドゾーンとかイエローゾーンという単語を使いましたが、ソ

フトの話で、警戒区域で最も危険なのがレッドゾーンで、次にレベルをちょっと落としたの

がイエローゾーンになっていまして、レッドゾーンの場合は、そこの地域で指定されたとこ

ろではそれ以上新しく物を建てるなというような、大体そういう規制が入ります。ただ、今

住んでいる方に退きなさいとはなかなか言えないので、それはご注意ください。 

  イエローゾーンは、もう少しそれよりも注意度が低くなる、警戒レベルがちょっと低くなる

んですが、そういう区分けがあるので、少なくとも赤で、レッドゾーンで指定された区域で

はこれ以上の新築は多分なかなか難しくなるでしょうと。 

  今そういう指定が本当に１０年間ぐらいすごく進んでいるという状況で、この間の広島の災

害のときにはレッドとかイエローというのは指定されていないところがたくさんありました。

あるいは調査はしてもなかなかそこまで指定ができなかったのは、調査も進んでいなかった

というところもたくさんあったので、それは今度反省で、ついこの間の土砂災害防止法の改

正でそういうのを進めましょう、調査を進めましょう、指定を進めましょう、指定したエリ

アは公表しましょうというような話になったということです。 

  それから、人家が１１戸というのがありましたが、基本的に各県さんがやる砂防事業は、砂

防堰堤がなければ土砂が流れていく先に人家が５戸以上あったところを先に優先すると、多

分そういうことだと思います。５戸よりも少ない数だとやはり砂防堰堤、なかなかできにく

い状況に多分あると思います。今それでも、どうしても県がやる砂防事業、国がやる場合は

もう少し大規模になるんですが、県がやる場合はもう少し小さな渓流が対象になることが多

くて、その場合、多分大体５戸以上のところを優先的に砂防堰堤をつくりましょうというふ

うにしていると思います。 

  それと、先生からご指摘あった、危険なところ、高台に退いてください、それは今は制度的
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には、移転する補償費を出すというのはなかなかいかないので、今はとりあえず警戒区域だ、

何とか区域だというのをお示しして注意喚起をしている。もしも可能であれば「ご自身で移

転してください」かもしれませんという状況だと思います。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○浜岡委員 浜岡です。教えていただきたいことがありまして質問させていただきます。 

  この流域ですけれども、資料１－２の３ページを見ていきますと、活火山の吾妻山の影響を

受けた土地であるということで、恐らく土地も余り豊かではないというんでしょうか、少し

の雨で土砂災害になってしまうということが容易に想像されるということだと思います。そ

れで事業が必要であるというのは非常によくわかるという流れなんですが、今回のこの事業

を見ていきますと、基本的には砂防堰堤をそれぞれの場所で設置していくということなんで

すけれども、もし仮に山が土でなくてコンクリートのようなものになっていたとすると、土

砂じゃないですけれども、水が多く流れてきていて、流域にさらに大きく影響するというこ

とで非常に危険な状況になるというのが誰しも想像することであるかと思います。何を言い

たいかといいますと、山をもう少し肥えるというんでしょうか、もう少し水をためたりとか

土砂が流れないようにするという対策も重要ではないかと思うんです。 

  それで、そう思いながらこの資料を見ていきますと、１ページ目の右下のところに砂防事業

の説明が少し書かれていまして、これは山腹工というんでしょうか、右側に書いてある。多

分これは山を豊かにする工法が入っているんだと思うんですね。それぞれ比較された中で、

山を豊かにするというよりは砂防堰堤でしっかりと整備したほうが効果が高いという流れだ

と思うんですが、もう少し山腹工なども可能性としてあるような気もするんですけれども、

そのあたりの効果の大小というんでしょうか、それがどのようになっているかというのを少

し教えていただきたいなということを思いました。豊かな山をしっかりと整備するというこ

とが重要だと思いますし、またこれを行うことは、もしかすると国土交通省の仕事ではなく

て山を管理する部署の仕事かもしれません。そうなると、そこでの連携をすることでお互い

個別に行うのではなくて、１足す１が３になるような効果も生まれるかもしれないと思った

んですが、そのあたりも含めてどのような状況かというのを教えてください。 

○河川調査官 先生のご指摘のとおりでございまして、山腹工、はげ山を豊かにしていくという

のは治山事業のほうでやられております。今日は直轄砂防事業ということで、砂防堰堤の事

業が紹介になっていますけれども、当然地元では、地域では林野部局と我々で毎年きっちり

調整会議を行いまして、どういったところで事業をやるとどういった効果が出るというのは
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連携をとりながらやっておりますので、そこのところは縦割りと言われてしまうかもしれま

せんけれども、調整をとりながら事業は進めております。 

  山腹工につきましては、阿武隈川の砂防事業につきましても、当初のころはまずはげ山をき

っちりと出てこないようにするということでやっておりました。事業としてはかなり歴史の

ある事業ですので、その次のフェーズとして、渓流での土砂をとめるというのを今フェーズ

で砂防堰堤をつくっているというような状況になっております。 

○浜岡委員 わかりました。そうしますと、少しそのような説明がある、個別に両者が行ってい

るのではなくて、ある程度連携しているところがあって、そのおかげで例えば砂防堰堤を一

つつくらなくてもよくなったとか、そのような説明があると非常に私としてもわかりやすい

ので、次回もそういう資料をつくることがありましたらよろしくお願いします。 

○河川調査官 ご指導ありがとうございます。これからそういった視点をきっちりと入れて説明

をしたいと思います。 

○平山委員長 他の省庁と言えば、農水、林野もやっているんですね。阿武隈川とか八幡平でそ

ういう協力体制というのは実際にあるんでしょうか。 

○河川調査官 今、連絡調整会議というのを阿武隈川でやっておりますし、ほかのところでもや

っています。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  ほかに。はい、河野委員。 

○河野委員 先ほどのレッドゾーンとイエローゾーンの話なんですけれども、レッドゾーンとイ

エローゾーンという指定は家が建っているところにされるんですか。それとも、そもそも建

っていないけれども、これから建つ可能性があるところにも指定ができるんでしょうか。そ

こに建設されると、後からまた何かしなくてはいけなくなりますよね。あらかじめ予防策と

して、ここには家を建ててはいけませんよというのは、市街化調整区域とかそういうことで

はできると思いますけれども、それ以外にレッドゾーンとかイエローゾーンというのは最初

に計算されるものなんでしょうか。 

○河川部長 レッドゾーンは、今建っているところ、今おうちがあるところでも指定されること

もあります。家のないところもあると思います。それは渓流の勾配とか地形によると思いま

す。 

○河野委員 わかりました。では、あらかじめ全て計算して、ここはもう家を建てたら危ないと

いうことですか。 
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○河川部長 だから、これ以上は建てないでくださいという話です。今住んでいる人に危険だか

ら退いてくださいとはなかなか言いにくいんですけれども、ここまでがレッドゾーンですよ

というふうに決まったらお知らせします。そういうふうになりました。 

○河野委員 わかりました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。よろしいですか。それでは、ないようですので、お

諮りをいたしますが、今日たくさん議論いただきましたように大変必要性の大きい事業との

認識を持ちました。原案どおり継続という対応方針（案）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、次にもう一つの重点事業、八幡平山系直轄砂防事業について説明をお願います。 

○岩手河川国道事務所長 それでは、八幡平山系直轄砂防事業について、資料２－１で説明いた

します。 

  岩手河川国道事務所長の村井でございます。よろしくお願いいたします。 

  １ページ目をごらんください。右上に位置図を示しております。八幡平山系直轄砂防事業は、

秋田・岩手の県境の岩手山、秋田駒ヶ岳を含めました火山周辺において、下流域の市町村な

どへの土砂災害を防止・軽減することを目的に実施しているところでございます。 

  この地域には国道４６号、秋田新幹線などの重要交通網及び山麓周辺の集落や温泉、スキー

場などの観光施設がございます。中期的な目標による整備期間は３０年としておりまして、

平成２４年から５３年となっております。 

  この事業費は４８０億円、残事業費といたしましては４３２億円ございます。事業の進捗率

は事業費ベースで１０％でございます。 

  ２ページ目をごらんください。過去の土砂災害についてまとめております。八幡平山系では、

脆弱な地質に起因した崩壊地や地すべり地が多数存在するということで、平成２０年４月に

は葛根田川の大規模崩壊、また、昨年の８月豪雨では供養佛の土石流災害が発生しまして、

供養佛では死者６名、負傷者２名、住家全壊５棟といった大きな被害が出ておるところでご

ざいます。 

  ３ページ目をごらんください。岩手山の火山活動の位置図でございます。岩手山は、平成１

０年に噴火の危機に直面したこともあり、現在、噴火警戒レベル１ですけれども、噴火への

対応ということが当面の課題でございます。有史に残る噴火履歴といたしましては大正８年、

その前１６８６年、貞享３年の噴火がございます。 

  資料の４ページ目をごらんください。秋田駒ヶ岳の火山活動でございます。昭和４５年、４
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６年当時の噴火の様子の写真を載せてございますが、火山噴火の活動周期が約４０年で、今

年は前回の噴火から４４年目になってございます。平成２１年に調べましたところ女岳の北

東斜面で樹木の枯死が確認されましたが、その後、特段の変化はないところでございます。 

  ５ページ目をごらんください。図中に、火山、土石流危険渓流、土砂・洪水氾濫のそれぞれ

の想定氾濫区域を赤、オレンジ、青で示しております。このような土砂災害を防止・軽減す

るために砂防堰堤等の整備を進めるところでございます。 

  ６ページをごらんください。おおむね３０年の整備の目標についてでございますけれども、

まず、岩手山、秋田駒ヶ岳の火山対応を完了させるということで、それとともに火山周辺の

集落あるいは産業、重要交通網における土石流被害の防止・軽減等を図りまして、土砂の整

備率を現況の３９％から７４％に引き上げるということでございます。 

  次に、資料の７ページから９ページにかけまして具体的な施設の配置計画を示してございま

す。それぞれ７ページは赤川・松川流域、８ページに葛根田川・雫石川流域、９ページに玉

川流域に記載してございます。 

  ８ページをごらんいただきたいと思いますけれども、岩手県の葛根田川・雫石川流域の施設

計画でございます。秋田駒ヶ岳、記載されている右下のほうに雫石川流域と書かれてござい

ますけれども、この辺に赤丸の線が記載しております。これが１０年間の計画の施設でござ

います。その周辺にあります青の部分が３０年間の計画施設ということで、おおむね１０年

間で火山噴火対応の施設を優先的に整備し、完了を目指すと。その後３０年間で、全体で火

山噴火対応施設を完成させて、土石流危険渓流対応及び上流荒廃地対応の施設を整備して慨

成を目指しているということがございます。 

  １０ページをごらんください。本事業では、一緒に警戒プランを速やかに行うための対策と

いうことで、土石流の発生予測、検知を行うための監視カメラ、ワイヤーセンサーなどによ

る渓流の監視をしているところ、また、関係機関との監視情報の共有を図っているところで

ございます。また、危機管理演習等も実施しているところでございます。 

  １１ページをごらんください。事業の実施に当たりましては、自然環境、景観への配慮とい

うことで、有識者、学識者の意見・助言をいただきながら調査等を行っているということで

ございます。 

  １２ページに事業の投資効果を記載してございます。事業による被害軽減効果を示している

ところでございますが、噴火による降灰を含む土石流氾濫被害が想定される区域では、家屋

５８３戸、国道１９．７キロ、想定死者数１６３人、氾濫面積１７５２万３，０００平方メ
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ートルの被害が軽減されますと。土砂・洪水氾濫被害が想定される区域では、家屋１５８戸、

国道約１キロ、氾濫面積３２７万平方メートルの被害が軽減されると考えているところでご

ざいます。 

  １３ページをごらんください。本事業による便益の一覧でございます。現在価値化後で５６

９億の便益となっているところでございます。 

  １４ページをごらんください。費用対効果、いわゆるＢ／Ｃでございます。残事業に対する

総費用は現在価値化後で２６７億となりまして、便益の５６９億と比較するとＢ／Ｃは２．

１となります。中期的な目標におきましてはＢ／Ｃは１．８でございます。 

  １５ページをごらんください。費用対効果について感度分析をやった結果でございます。事

業費、工期、便益、それぞれ１０％変動したときのＢ／Ｃは、中期的な目標による整備で１．

６から２．０、残事業に対しては１．９から２．４となりまして、十分な投資効果があると

判断しているところでございます。 

  １６ページをごらんください。今後の事業対応方針の原案として記載させていただきました。

対応方針の原案としては事業継続。保全対象には多くの重要構造物や温泉等観光資源が存在

するなど、土砂災害が発生した場合、岩手県・秋田県全体の社会・経済活動に深刻な影響を

及ぼすことが懸念される。そのため、この地域の安全・安心のために必要な事業である。Ｂ

／Ｃは１．０を超えており、今後も流域ごとのコスト縮減や事業の効率化に努めながら、事

業継続が妥当であるという原案とさせていただいております。 

  地方公共団体、岩手県・秋田県の両県からは、事業の推進をお願いしますというご意見をい

ただい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。 

  それでは、八幡平山系直轄砂防事業につきまして、ご質問、ご意見、お願いいたします。い

かがでしょうか。はい、どうぞ。 

○竹内委員 １１ページに自然環境とか景観への配慮ということで、それに伴っていろいろな調

査をされて、もちろん配慮すればお金が発生すると思うんですけれども、それに対して便益

は１３ページのところで、観光被害というのが考慮されてはいますけれども、例えば景観が

失われたとかそういうことに対しての、Ｂで言えれば増えるというようなことが考えられる

ような気がするんですけれども、それについてどういうふうに今後していくのでしょうか。

教えていただければと思います。 

○岩手河川国道事務所長 環境に対する、それが保全されていることによるＢという形になりま
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すと、正直非常に難しいところがあろうかと思います。 

  １３ページで記載しておりますのは、一応私どもの費用を出すときのある意味ルールに従っ

て出しているところでございまして、先ほど委員長からお話がありました例えばふるさとを

守ることのＢというのが算出できないので、そういったものまでのＢは今加えていないんで

すけれども、正直こういうＢ／Ｃでいいのかというのはいつもいろいろな議論がされている

ところではあるんですけれども、具体的に環境のというのがこれに組み入るという話では私

としては承知してございません。すみません。 

○河川調査官 ここのＢの便益で出ています観光被害というのが、その上にありますけれども交

通途絶、交通がとまることによって地域の観光業に与える間接的な波及効果のところの便益

を拾っていまして、ただ、個別個別のところでの具体の値というわけにはなかなかいかない

ものですから、マニュアルの中で全国的な調査の中で係数を掛けることによって出てくる便

益になっております。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。どうぞ。 

○黒沢委員 景観や自然に対する便益という話が出たのですが、砂防ダムは最近大分景観に配慮

したものが増えたので以前よりはダメージは少なくなったと思うのですが、基本的には景観

をかなり悪化させると思います。自然に対するインパクトもスリット型では大分軽減されま

すが、基本的には大きく損なわれます。多分、もしお金に換算できればかなりマイナスのほ

うへ作用するのではないかと思います。 

  ですから、本来でしたらつくらないにこしたことはない施設で、あくまで災害を防止するた

めに必要最低限つくるものだというふうに認識したほうがいいのではないかと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。北林委員。 

○北林委員 １１ページの左上のところに石張りの砂防堰の写真があります。これが周辺景観に

配慮した施設整備の例ということですが、私個人の価値観からすると、こういう石張りはむ

しろ人工的な景観の上塗りのように感じます。人手がより多く入るということはお金がかか

るということで、何でもお金がかかることはよくないとは言いかねますけれども、こうする

ことの意義は何なのかという疑問にお答えいただきたいと思います。 

○岩手河川国道事務所長 正直、実に難しいご質問でございまして、これが本当に景観にいいの

かというところについてはまさにおっしゃるとおり、いろいろな方のご意見があろうかと思

います。私どももやはりそういうことは認識しているところはありまして、多くの場合、委

員会とかそういった形でいろいろな方々の意見を聞いて、どういうのにするかという形で選
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定しております。ただ、その場合においても、今、合意形成の会話になってくるところでご

ざいまして、そうじゃないんじゃないのという方は必ずいらっしゃるんですけれども、ただ、

おおむね打ちっ放しのコンクリートが見えるよりは、こういうほうがいいよねという方が多

いように私の経験からは思っております。 

○北林委員 近年は魚のために川の岸辺を岩で整備していますが、そういう意味のある整備は非

常によく理解できるんですけれども、この場合は、石を使うことによって自然の何かが変わ

るかということではなくて、見た目を変えるためというところが、機能性を重視する工事で

はどうなのかと思ったものですから。いろいろな意見があるので、あとは多い意見に従うと

いう国のお考えはもっともなことだとは思うんですけれども、好き嫌いだけではなくて、も

うちょっと根底にかかわるような議論がなされたのかどうか知りたいと思います。 

○岩手河川国道事務所長 根底にかかわる議論というところがなかなか難しいご指摘なんですけ

れども、基本的に生物面なんか、生体面については、例えば魚道、ここにも魚道があるわけ

ですけれども、そういったものの整備をするとか、これは景観といってもやはり現地で発生

しているものを使ってこういう形にしていくというようなところがありますので、非常にそ

もそもは全然違うものを持ってきているという発想自体はほとんどないのがベースにある、

その上での議論をさせていただいているというところでございます。 

○黒沢委員 たまには援護をしようと思います。 

  景観に関しては、多分価値観の問題も大分入ってきますし、本当は専門家の方がいらっしゃ

ればいいと思うんですが、ここに景観の専門家がいらっしゃらないので、なかなか答えは出

ないのかなとは思います。生物多様性の面からしますと、岩場がちで、しかも渓流の場所に

こういった石張りの砂防堰堤を造るということはコンクリートのものを造るよりもかなり有

効な対策になります。例えば岩とか渓流に生える植物が生えやすくなりますし、あとは小動

物、サワガニとかサンショウウオ、そういったものの移動がコンクリートでは遮断されます

けれども、これだとそれよりかなり移動しやすくなります。 

  このようなメリットはありますが、やはりコストの問題と天秤にかけて考えていくという必

要はあります。 

○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。はい、どうぞ。 

○遠藤委員 直接は違うのかもしれませんけれども、教えていただきたいことの一つですが、こ

の資料を見ていると、土石流というもののほかに火山噴火対応の施設と書いてあります。こ

の施設自体は、普通の土石流対応の砂防ダムと大体、形、考え方としては同じようなものな
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んでしょうか。教えていただければと思います。 

○岩手河川国道事務所長 施設としては基本的に同じでございますけれども、火山対応といいま

すのは、要するに火山が噴火して噴出物、御嶽山なんかを見ても火山灰が積もっております

けれども、ああいうのがその後の雨でどっと流出するなり、泥流になって流出するなりとい

う発生形態の違いといいますか、そういうことでありまして、基本的には同じ砂防ダムのス

タイルでございます。 

○遠藤委員 そうすると、１０ページの例えば危機管理演習の実施とあるのの上に監視カメラと

いうのを、火山の場合、何かあったら予知できるであろうというところに監視カメラを置い

ておられますが、大体これを見ていればほぼ御嶽山みたいなものが対処可能というふうに考

えてよろしいのでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 火山の振動なりなんなりは、気象庁がＧＰＳ観測とかそういう形でや

っております。この監視カメラは、どちらかといいますと噴火の状況なり噴火した後の構図

ということで、この監視カメラで噴火が予想されるというのは多分かなりしんどいんじゃな

いかと思います。情報は気象庁も見ていますけれども。 

○遠藤委員 そこは総合的な情報が来るので、道路も含め、河川も含め、地域の住民の方に対し

ては適切な情報が流れると考えてよろしいのでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 そうなるよう努めているところでございます。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。はい。 

○浜岡委員 先ほどの阿武隈川のときとも大分似ている感じはしているんですが、砂防堰堤をす

るということは、大規模な雨が降って土砂災害になるときのバックアップといいますか災害

を防ぐという意味ですけれども、それはどちらかというと起きるだろう災害をバックアップ

するというもので、起きた場合の被害を軽減する、逆に、起きなくするというような対策も

考えられるんではないかと少し思いました。例えばですけれども、山に降った水ができるだ

け早くに川に流れるような地盤の改良というんでしょうか、そういうことも考えられるかと

は思うんですが、それは砂防事業という枠からは外れるのかもしれません。そこら辺、すみ

ません、自分自身わかっていないんですけれども、外れるかもしれませんが、そのような何

かアクティブに土砂災害を起きなくするというか、前のときに申し上げた山を肥やすという

のも、今考えてみるとそれはどちらかというとアクティブなものになると思いますし、地盤

を改修する、もしくは水の流れをよくするとか、さまざまなことが考えられるのかとは思う

んですが、そのあたりについてどのような状況なのかを教えていただければと思うんですが、
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いかがでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 アクティブなというお話で、答えが合っているかどうかわからないん

ですけれども、まず、先ほどもご指摘にありましたけれども、森林の話は当然あろうかと思

います。それで、極端な話、雨は防げないので、雨は降ってくるんだと思うんです。その中

で起きる現象のときに、ちょっと違うのかもしれないけれども、我々の砂防堰堤はいわばそ

の現象を被害にならないレベルで未然にとめるということで、ある意味、地形的なり、土砂

流出形態上は一番効率のいいポジションに置いていて、そこから下流へは現象が起きないよ

うにということのところなんです。 

  反対に、その上の山腹を全部改変していくというのは多分非常に非効率な構図になるんでは

ないかと思っておりまして、そういう意味ではできるだけ効率的なポイントで、そこから下

流へ現象が起きないように。一方で当然流れる土砂も異常な土砂だから被害になるわけであ

りますから、適度な、我々無害流量という呼び方をしたことがありますけれども、そういっ

たものは下流に流す形でいかに効率的にとめるかということを考えていくというところでご

ざいます。 

○浜岡委員 ありがとうございます。斜面崩壊になると土砂が流れてしまうというのは、やはり

地下水位が高くなってしまうということが大きな要因になるかと思うんですね。それがなら

ないような、場所はどこか忘れましたが、水抜きのトンネルを幾つか大規模に整備している

という、月山でしたか、ありましたね、地すべりのほうで。それに似たような形で、幾つか

そういうようなショートカットのルートをつくるというのも対策になるのかな。それは検討

してみたけれども、計算上はやはりそれよりは砂防堰堤をつくるほうがコスト的にも有利だ

という答えは確かにあるかもしれないんですが、そのあたりご検討といいますか、どういう

状況なのかというのを知りたかったということです。 

○岩手河川国道事務所長 おっしゃるとおり、地すべりなんかでは、やはり水抜きをすることに

よって上を軽くするといいますか、そういう形で滑らないようにするというのがございます。

あと砂防関係で言いますと、よく砂防堰堤にたまっていて効果がないんじゃないかという話、

ああすることによって山腹の削れがなくなるような、いわゆる発生土砂を減らしている構図

にはなりますので、それが予防効果という意味では予防効果、その部分も考えているという

意味ではそういうこともあるということでお答えさせていただきます。 

○新庄河川事務所長 新庄河川事務所の藤沢といいます。 

  森林ももちろん効果があります。根が生えていて土が柔らかくなっている。しかし根が生え
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る範囲は、平均的に言うと地表の深さから２メートルぐらいまでなんですね。最近話題にな

っています深層崩壊というような言葉があります。ああいうのはもちろん、崩壊する境界部

分は根の粘りが若干はあるんでしょうけれども、崩れる膨大な体積に対してはほとんど効果

がないということで、そういうことも当然あり得ますので、下流のほうのさらに保全、人家

があるような平地の直上で砂防堰堤をつけて土砂をとめるというのが一番効率的だと思いま

す。 

  地下水を抜くというのもすごくお金がかかる話です。それで、地すべり対策として排水のト

ンネルというのはやっているんですけれども、地すべりというのは過去から長い時間かけて

ゆっくりゆっくり動いていますので、どこが地すべりしているのかというのが地形にはっき

りあらわれます。だからターゲットが絞れますので、具体的な計画を立てて地下水を抜けま

す。先生が今おっしゃっているのは、日本は７割が山地になりますので、ターゲットを絞ら

ず、どこが崩れるかわからないというものに対してそういう排水トンネルを掘るというのは

現実的にはあり得ないと思います。 

○浜岡委員 わかりました。 

○九戸委員 浜岡先生のお話は未然に防ぐというお話でしたけれども、今、国交省の事業が、例

えば何か被害があるなど、理由をこれだけ細かく載せなければ事業化になっていっていない

という現実がある中で、かつてこんな被害がありました、これだけの人家、あるいは施設を

守りますという理由があって、初めて事業化できていることを考えれば、予防だけでという

のは理想論ではないかと思いました。 

○黒沢委員 例えばほかの道路とか港湾というのは、つくると社会の資本になってプラスになる

んですけれども、砂防堰堤というのは残念ながら、つくることによって基本的にできること

というのは上から落ちてきて流れてくるものを一時的にとめる。一時的にというのは数十年

とかそういうレベルです。例えば１，０００年とかそういうレベルで見ればいつかは落ちて

くるわけで、それを高いところにとどめておくという、むしろちょっと意地悪な言い方をす

ると後世にそういったものを残すような施設なので、これはとにかくなるべくつくらないに

こしたことはない施設です。 

  それで、先ほど景観の問題、私のほうから生物多様性の問題を言いましたが、そこから見て

もむしろマイナス要素となる施設なんですね。そういったものを考えると、対応方針のとこ

ろに、コスト縮減とか事業の効率化というのを意見がありまして入れてくださったんですが、

もう一つ「砂防堰堤以外の災害防止策も考慮に入れながら」というような文言を入れていた
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だくような形で何かできたらなというふうに思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

○河川部長 ご指摘ありがとうございます。 

  ただ、砂防堰堤、ないにこしたことはないと言われてしまいますと、なかなか私はつらいん

ですけれども、先ほどのレッド・イエローのゾーンがありましたが、レッドゾーンは少なく

とも指定をしたら、多分そこで砂防堰堤が要るんだなというのは最優先でやります。砂防堰

堤をつくることで、その下におうちがある、あるいは老人クラブがある、公民館がある、そ

こが守られる。砂防堰堤があるおかげで、物凄い大雨が降って、物凄い土砂が流れてきても、

もしかしたら避難をさせる時間を稼げるかもしれない、それ以上の物凄い最悪の事態は防げ

るかもしれない。もし砂防堰堤がなければ、多分そこら辺は荒れ放題に荒れて、おうちもな

くなる、道もなくなる、農地もなくなる、全部なくなっちゃうので、そうすると、さっきう

ちの所長が何人か言いましたけれども、やはり日本、どこも土砂がもろいところがたくさん、

東北も本当に地すべり帯もあり地質がもろいところばかりですので、そこに人は住んでいら

っしゃいますし、国土保全という観点からも我々は適切に進めていきたいところなので、な

いほうがいいと言われるとなかなかつらいので、よろしくお願いします。 

○黒沢委員 すみません、そういう言い方をしたのは、道路や港湾のように存在自体が社会の便

益になって、それが社会の資本になるというものではなくてという意味ですね。ないにこし

たことはないというのは、ないことによって災害が起こればいいという意味ではなくて、災

害がもしないのであればないにこしたことはないという意味です。その辺、失礼いたしまし

た。そういった意味ですので、災害のために必要な分だけあくまでつくっていくという意味

です。それで、ほかの砂防堰堤以外で災害を防げるようなことがあれば、それをやはり常に

追求していくということが必要だという意味で、そこまでです、私の意見は。 

○河川部長 ありがとうございました。 

○平山委員長 いろいろなご議論ありがとうございます。 

  ほかに何かございませんか。 

○奥村委員 便益の評価のところについてお伺いするんですけれども、ここで計算されている便

益として、そこのところで崩れることが止められることによる便益よりも、ここで土をとめ

ておくことによって下流の疎通能力を阻害しないがために、より大きな確率降雨まで守るこ

とができて、下流に水害を起こさないという効果のが大きいよう説明されたと思うのですけ

れども、その理解は間違いないですか。そこの場所が土として壊れることを防ぐ効果と、下
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流で水があふれることを防ぐ効果というのはどちらが大きいですか。 

○河川調査官 土砂が流出していく被害と洪水が減少する、両方見ております。 

  すみません、土石流のほうが被害額としては大きいです。 

○奥村委員 土石流のほうが大きいんですか。 

  そこでちょっと気になっているんですけれども、雨の水のほうはそれなりに確率降雨という、

確率的に現象を押さえることができるというのはわかるんですけれども、土が流れてくる量

について確率的に量を押さえるということは，信頼度の高い計算方法ってあるんですか。結

局のところは確率降雨を考えて、それでリスクがどれだけあるかということで足されていま

すよね。土砂災害のところについてもそういう計算ができるんでしょうか。 

○河川調査官 先生ご指摘のとおりで、土砂については上流にたまった量が下に落ちてきたとき

の被害を見ております。そこのところで、雨のほうは今ご意見あったように確率で見ている

んですが、土砂のほうは、それが出たらどうなるというのをやっていますので、そこのとこ

ろは若干確率論という意味では「たられば」というような。 

○奥村委員 なるほど。ということは、本当にそういう崩壊が起きる可能性は１００％でないと

思うけれど、そこは最悪のことを考えての値になっていて、下流のほうの水があふれるのを

とめることが発生する頻度は確率評価されているということなんですね。 

○河川調査官 その辺は、東京のほうのマニュアルをつくるときにも同じようなご意見があった

というふうに聞いておりますので、土砂がどういう事象で出ていくかというのが、雨のほう

は確率論で便益を出せるんですが、そこのところは東京のマニュアルをつくったときにも少

し頭を悩ましたような話を聞いております。 

○奥村委員 なるほど。はい、わかりました。 

○平山委員長 黒沢委員、その辺はどうですか。流量と流送土砂量というのはいろいろな関係が

ありますよね。粒径によってウォッシュロードとか浮遊砂とか掃流砂とかいろいろなタイプ

があって、その割合は河床の粒度分布と流れの条件が決まると決まってこないですか。そう

いう議論はやられていませんですか。わかりませんか。 

○黒沢委員 私、全然土木系ではありませんで、生物でしたらわかりますが、むしろ皆さんのほ

うが。 

○河川調査官 河床変動の変動計算はシミュレーションの中でやっております。ただ、山腹がぼ

んと崩れる確率、どのぐらいの雨で崩れるかというところが事象として表現できないという

ようなケースがあると。 
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○平山委員長 そのようなレベルですか。ありがとうございます。 

  ほかにございませんでしょうか。なければ、時間があまりありませんので、お諮りをしたい

と思いますが、この事業が３０年後に完成すれば、岩手山も駒ヶ岳も火山対策は安全と先ほ

どから言われていますので、非常に期待をしているところでございますが、事業の継続で対

応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、次に要点事業の審議を行います。赤川水系直轄砂防事業でございます。よろしく

説明をお願いいたします。 

○新庄河川事務所長 新庄河川事務所です。資料の３－１を使って簡単に説明したいと思います。 

  １ページ目です。事業の目的と概要について記載しております。赤川の直轄砂防につきまし

ては、位置図に記載しているとおり重要交通網ですとか、鶴岡の市街地などを洪水、それか

ら土砂の氾濫被害の防止・軽減を図るということであります。 

  中期的な目標につきましては、平成２４年度から５３年度までの３０年間の事業費が２４５

億、現在の事業の進捗率が約８％という小さな進捗状況になっております。 

  次のページ、２ページ目になります。過去の土砂災害について示しております。 

  駆け足になりますが、３ページ目をごらんください。想定される被害についての説明になり

ます。 

  上流の荒廃地から流出します土砂が河川内に堆積しまして、河川が上昇することで赤川下流

域の鶴岡市などが水につかるという被害を想定しています。もう一つは、流域内の土石流の

危険渓流におきまして土石流が発生して、人家ですとか公共財産などに被害が生じるという

ものであります。 

  それから、４ページ目をごらんください。こちらにつきましては、整備計画について説明し

たものです。現況の土砂の整備率が約１６％、これを３０年計画で約２６％に引き上げると

いう計画になっております。 

  それから、５ページ目からは施設の配置計画を示しています。 

  ６ページ目はソフト対策になります。 

  ７ページ目には環境への配慮事項を記載しております。 

  ８ページ目は、事業による被害の軽減効果をまとめております。 

  ９ページ目は、Ｂ／Ｃのうち便益の一覧を示したものです。 

  １０ページ目は、Ｂ／Ｃの分析の結果になります。中期的な目的による整備全体ではＢ／Ｃ

が９．９、それから残事業でのＢ／Ｃは１０．１という大きな値になっています。 
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  １１ページになりますと感度分析を行っております。全体で８．８から１０．９、残事業で

は９．１から１１．２というふうになりまして、十分な投資効果があるというふうに考えて

おります。 

  １２ページ目には今後の事業の対応方針について記載しております。山形県からの意見では

事業の継続に異議はございませんということです。保全対象には山形県の人口第２位の鶴岡

市が含まれ、多くの重要交通網ですとか温泉などの観光資源が存在します。土砂災害が発生

した場合には県全体の社会経済活動に深刻な影響を及ぼすということが懸念される。このた

め、この地域の安心・安全のために必要な事業であります。それからＢ／Ｃにつきましても

１を超えるというか１０近い値になっておりまして、今後も流域ごとにコスト縮減ですとか

事業の効率化に努めながら事業を継続していきたいと、妥当性があるというふうに思ってお

ります。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。内容的には赤川の事業も前の２つと同じような構成で

ございますが、Ｂ／Ｃが１０を超えているということで要点事業になっている、先ほどのワ

ーキンググループからの説明でございました。 

  何かご意見、ご質問ございますか。はい。 

○奥村委員 継続でいいんですけれども、最後の説明のされ方なんですけれども、Ｂ／Ｃが１０

を超えているような整備が今まで実施されていないということは、やらなければいけなかっ

たことをやっていないということですから、反省してもらわなければいけない部分もあるん

ですよね、本当は。だから「Ｂ／Ｃが大きかったからいいでしょう」というような説明の仕

方というのは考えていただかないといけないのではないかと思うんです。 

  ただ、先ほど確認しましたように、結局この砂防事業の場合はＢ／Ｃの算定のときに一部分

に確率評価が入っておらず、もし崩壊が起こったらこうだということですので、起こらなか

ったらそれに越したことはないのですけれども、他の事業の数字とは前提が少し違う。だか

ら、とにかくＢ／Ｃがたくさんあるからいいんですよというのではないと思います。そうい

う重要なことが今までできていないということに対しての問題意識はやっぱり持っていただ

かないといけないと思いますので、よろしくお願いします。 

○河野委員 関連ですけれども、Ｂ／Ｃが１０を超えているような状態で、これから３０年間も

かけて悠長にやるような事業には普通、思えないですね。そういう意味でＢ／Ｃを出すだけ

ではなくて、Ｂ／Ｃが出たら、今計画した事業がこれでいいのかどうかという見直しにも使

えるはずですので、積極的に使って、よりＢ／Ｃを上げてやるようにやっていってほしいん
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ですけれども、いかがでしょうか。 

○新庄河川事務所長 会議の冒頭にありましたように、砂防事業の場合に山間地、非常に狭隘な

ところで気象条件も厳しいという中で事業をやっています。したがって、お金をかければ順

調に事業が進捗するというものでなくて、赤川流域で言いましたら、積雪で覆われますので

事業ができるのは半年間です。さらに雪解けが始まれば工事ができるかというと、今度はこ

の環境の保全の中にも書いていますように、猛禽類がいまして、ちょうど春先はヒナかかえ

って餌をやっていて、重機がいきなり動くと育児放棄をしてしまうと環境関係の委員会の先

生からのご指摘もあって、そう考えると実質的に仕事ができる期間も短いし、それから工事

用道路を維持するだけでも大変ですし、災害があれば、昨年のように雨が降ればすぐ崩壊す

るということで、３０年かかっても１０％ぐらいに上がらないという、現場の条件もぜひご

理解をいただきたいと思います。 

○平山委員長 今までのご意見というのは励ましのご意見だったと思います。やはりメリットが

大きな事業ですから、いろいろな条件が悪いとか時間かかる要因はあるんだと思いますけれ

ども、一生懸命進めてくださいというご意見なので、そのとおりお聞きいただければありが

たいんですが。 

  ほかに何かございませんか。はい、成田委員。 

○成田委員 教えていただきたい点がございます。９ページのＢ／Ｃの計算のところの今回評価

時の便益という項目の便益Ｂの出し方で、便益の「国・地方公共団体の応急対策費用」から、

以下バーで算定の数字が挙がっていない一方で、八幡平のほうを拝見しますと、やはり同じ

Ｂ／Ｃの計算過程において、便益の中で地方公共団体対策費用２５５億円、以下、交通途絶

被害、要するに合わせるとここで５００億円以上超えているような金額が挙がってきていま

す。一方で出てきて一方で出ていないというのは、計算上どういう理由があって、どういう

効果があるのかと認識すればいいのか教えていただけますでしょうか。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○河川計画課 建設専門官 河川計画課の建設専門官をしている鴫原といいます。 

  この赤川の件については、今回大きな便益になっていたものですから、計測までは実際やっ

ていますが、計上させていただいておりませんでした。バーという表現がちょっとまずかっ

たんですか。 

○平山委員長 数字はあるということですか。 

○河川計画課 建設専門官 はい。 
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○河川調査官 ここの数字が全部率計上で挙がるものですから、出すのは出せるんですけれども、

マニュアルの中で全てオンするかどうかというのは個別個別で判断することになっていまし

て、八幡平山系直轄砂防事業における秋田新幹線や、阿武隈川水系直轄砂防事業における山

形新幹線などは、そういった重要交通網ということで入れています。こちらはそれ以外の、

率計上しないところでも十分にＢ／Ｃが立っているということで今回こちらは計上していな

いということです。 

○成田委員 基準がまちまちですと、判断する場面で、説明に困らないでしょうか。この数字で

この委員会で判断してオーケーですと言ったときに、１以上のＢ／Ｃがあったとしてもやは

り数字を出していただくようにご要望したいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○企画部長 ちょっとよろしいでしょうか。 

○成田委員 それとも何か別の理由ですか。 

○企画部長 今の関連でございます。 

  私どもが行っています事業評価というのは、その事業をやるべきかやらないべきか判断する

ことを目的としております。個々の事業の中身についての見直しの機会とするといったこと

もございますが、事業実施の可否の判断が主目的です。前回の、あるいはワーキングだった

かもしれませんが、事業費の微細な修正とかをどこまでかけるかかけないかという議論があ

りました。今の場合でも、ここの場合は１０ぐらいＢ／Ｃがあるということで、例えばさら

に精度を上げていろいろ細かい便益項目について子細に詰めると、その検討自体の便益とい

うんですか、「費用対効果」の「費用対効果」という言葉がございますけれども、Ｂ／Ｃが

１０もあるものであれば余りそれ以上数値を詰める意味がないということです。一応数値の

計上の仕方はあるし、試算をやっているということではあるんですが、精度を上げる便益は

ないので、それ以上はやっていない。しかし、だんだんＢ／Ｃが１対１に近づくにつれて、

判断を誤らないよう精度を上げてやります。費用対効果分析は、必ずしも同じもの数値の制

度を担保するのが目的ではなくて、事業をやるかやらないのかの判断を誤らないのが目的だ

ということてす。そこのところをご理解いただければと思います。 

○成田委員 先ほどのご説明ですと、数字はあるけれども載せていないというご説明なので、質

問しました。今のご説明ですと、数字はとらないというご説明と理解しています。その辺の

整理を教えていただければ。 

○企画部長 とらないといいますか、例えば１０ぐらいＢ／Ｃがあるというものについてはそれ

以上細かな便益項目の数字は詰めなくて、例えば仮の試算値みたいなのがあってもそれを十
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分に詰めずにいたずらに出すこともどうかということで出していない場合もあります。 

  先ほど横線の表記はどうかという話がありましたが、一般にそういった場合、横線であって

も別におかしくはない。要は計上して何らかの数字が出ていても、本件は河川部がやってい

ますので、私は正確な事情に通じているわけではないですが、仮にその精度があまりない一

方でほかの項目で十分便益が出ていれば、その場合は載せない場合もあるということです。

逆に言えば、そういった部分の検討が非常に意味を持つ場合、Ｂ／Ｃが１を超えるか超えな

いかというところに大きくかかるものであれば、そこは子細に詰めていくと、そういうこと

でございます。 

○成田委員 そうしますと、バーで出ているところというのは、ここに載せるべき数値まで精度

を高めていないのでという理解でよろしいですか。 

○河川調査官 ここの交通途絶から以下のところは被害額の率を掛けるとマニュアル上はなって

いますので、出すのは出るんですが。 

  今回、先ほど企画部長からもありましたけれども、１０近くあるということで計上をしてい

なかったというのが実態だと思います。 

○局長 よろしいですか。要はＢ／Ｃが高ければいいんだというような頭があったからこういう

対応になっているんだというふうなご指摘ですが、計算していてあるのであれば、今後しっ

かり公表して書くという対応をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○成田委員 わかりました。 

○黒沢委員 Ｂ／Ｃの話になってきたので、素朴な疑問なんですが、赤川の事業のほうは山形第

２の都市があることもあって、一般試算やなんかの便益が非常に高いというご説明だったん

ですが、実は阿武隈川水系のほうは、県庁所在地の福島市の県庁まで来るような洪水が防げ

るような事業なんですが、それと比べても倍以上の一般試算あるいは公共土木の便益がある

んですけれども、福島は確かに貧乏な県ですけれども、こんなに差があるものなんでしょう

か。 

○河川調査官 そこのところは貧乏という話ではございませんで、阿武隈のほうは随分歴史的に、

先ほど平成２３年から３０年間ということで期間を区切ったというご説明させていただきま

したけれども、採択になって事業が始まったのが阿武隈のほうが相当昔なものですから、最

初のほうはつくればすぐに事業の効果が出ますので、そういったところで赤川のほうは若干

というか相当、阿武隈に比べれば事業開始年次は遅いものですから、そこのところの差は考
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えられると思います。 

○黒沢委員 どうもありがとうございます。 

○平山委員長 ほかにございませんでしょうか。（「なし」の声あり）なければお諮りをいたし

ます。原案どおり継続という対応方針(案)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、続きまして港湾事業の再評価の審議を行います。秋田港外港地区防波堤整備事業、

秋田港湾事務所からお願いいたします。 

○沿岸域管理官 それでは、港湾事業でございます。 

  まず、秋田港外港地区防波堤整備事業のご説明に入る前に、事務局からご報告させていただ

きます。 

  本日の再評価案件、次第に記載の秋田港のほかに青森港の案件を予定しておりましたが、事

業手法などを引き続き検討するということで今年度の再評価を見送ることとなりました。よ

って、本日は秋田港外港地区防波堤整備事業１件の審議となっておりますことをご報告いた

します。 

  それでは、秋田港の説明に移らせていただきます。 

○秋田港湾事務所長 それでは、秋田港から資料４－１にて、秋田港外港地区防波堤整備事業の

再評価について説明します。 

 １ページをごらんください。事業の目的ですが、冬季波浪や長周期波等の影響を抑え、港内静

穏度の向上を図り、荷役作業の安定化を図ることを目的として整備を進めている事業でござ

います。対象施設は、右図の赤で着色された３施設になります。事業期間は、平成３年度か

ら全体事業費４３０億円にて整備を進めており、進捗率は７６％になります。 

  ２ページ目に事業の進捗状況を示しております。防波堤（北）と泊地（－１３ｍ）（消波）

は整備済みで、残る防波堤（第二南）は、平成２６年度末で残り３７５メートルとなってい

ます。右図の写真は、完成した泊地（－１３ｍ）（消波）の施設でございます。 

  ３ページをお願いいたします。秋田港の利用状況を示しております。まず、秋田港の取扱貨

物量ですが、平成２５年は８７０万トンとなっており、フェリー、石油製品、木材チップな

どさまざまな品種を扱っております。 

  ４ページは、ゾーニングを示しております。 

  ５ページ目をお願いいたします。秋田港の立地企業を載せておりますが、秋田港を利用して

貨物輸送を行っております。 
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  ６ページから事業の必要性についてご説明いたします。 

  秋田港には、亜鉛精錬工場があり、原料となる亜鉛鉱石を、写真の外港１号岸壁で荷役して

おります。しかし、港内静穏度が不足しているため、荷役障害や滞船が生じています。 

  左下の表に、荷役障害と滞船時間の実績を示しています。防波堤の延伸により改善されつつ

ありますが、まだ不十分な状況でございます。 

  ７ページをお願いいたします。コンテナ貨物の増加に対応するため、左下写真に示す大浜地

区から外港地区への展開を進めておりますが、静穏度が不足しております。 

  ８ページをごらんください。右側に防波堤延長と港内静穏度の関係についてグラフに示して

おりますが、冬季の長周期波では基準値に達しておらず、コンテナ航路の特性、定時性確保

のため、港運会社や荷主企業からは静穏度改善の声が寄せられています。 

  ９ページお願いいたします。前回評価との相違点を整理しております。まず、事業費の変更

ですが、防波堤（第二南）において、先端部３２０メートルの防波堤断面見直しによる費用

増とケーソン中詰材変更によるコスト縮減、泊地（－１３ｍ）（消波）については平成２４

年に低気圧による手戻りが発生し、総事業費は１８億円増の４３０億円となっております。 

  １０ページは、便益の変更についてでございます。前回評価時には、平成３２年のコンテナ

取扱量を３万９，８００ＴＥＵと推計しておりましたが、今回５万２，２００ＴＥＵに見直

しました。港湾利用企業へ今後の輸出入動向をヒアリングし推計しております。右下のグラ

フの非鉄金属が伸びておりますが、「亜鉛の輸出増は当面続く。秋田の製品は海外でも高い

品質が評価されているため、今後も秋田港から輸出を行っていきたい」とのことでございま

す。 

  以上により費用対効果分析したところ、Ｂ／Ｃは事業全体で２．０、残事業で１．３という

結果になっております。 

  １１ページ、１２ページにはＢ／Ｃの感度分析結果を示しています。１１ページは、事業全

体で基本ケースのＢ／Ｃ２．０に対し１．８から２．２となっております。１２ページは残

事業で同じく基本ケース１．３に対して感度分析結果として１．１から１．４となっており

ます。 

  最後、１３ページはまとめとなっております。 

  ここまで説明させていただきましたとおり、事業の投資効果が認められ、地元から整備促進

の強い要請を受けていることから、対応方針として、事業継続の提案をさせていただきます。

よろしくご審議をお願いいたします。 
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○平山委員長 ありがとうございました。この事業は前回に比べて事業費が１８億円増加してい

ます。理由としましては、防波の設計の条件を少し変えたようでございまして、断面が見直

しになったことが理由のようでございます。 

  何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

○竹内委員 ないようなので一つ教えてもらいたいのは、１１ページ目の便益のところで輸送コ

ストが出ていて、船のほうが陸上よりもたくさんのものが運べることでこういう輸送コスト

の低減が図れるというので、すごくよくわかりやすいんですけれども、同じように参考まで

に教えていただきたいのは、モーダルシフトによって環境負荷低減というんですか、ＣＯ２と

かＮＯＸでしたか、そういうところの効果はどの程度なのか、今ここに何も出ていないので、

少しでも書いていたほうがいいのかなと思うんですけれども、教えていただければと思いま

す。 

○秋田港湾事務所長 わかりました。ありがとうございました。 

  ＣＯ２に関しては、例えばトラックが１キロ走るごとに、ＣＯ２であると４００グラムの削

減になる、ＮＯＸに関しては１キロ当たり６グラムの削減になるという数量で、あとキロ数、

あとは台数、それで掛けてトータルを出した削減量ということで提示をしております。 

  数字的にはＣＯ２が年間４，０００トンになりまして、ＮＯＸの関係が年６０トンという数

字になっておりました。 

○沿岸域管理官 補足させていただきますが、ＣＯ２の削減、あるいはＮＯＸの削減効果につき

ましては貨幣換算をしないということでマニュアル上、取り扱ってございますので、今回の

Ｂ／Ｃの値には含まれてございません。定性的な評価ということで削減量については算出し

てございますが、資料４－１には載せてございませんでした。 

  資料４－２の３ページをごらんいただきたいのですけれども、こちらに費用便益分析の結果

ということで全体まとめてございまして、一番下、定性的効果というところで、排出ガスの

減少についての効果、記載させていただいてございます。 

○竹内委員 よくわかりました。ありがとうございました。 

  もしわかればですが、例えば４，０００といってもイメージがわかないんですけれども、私

は青森だから、例えば仙台から青森まで１０トントラックで何台分に低減効果が相当すると

かがあるとわかりやすいかなと思うので、次回からでもいいですけれども、もう少しご配慮

頂ければと思います。よろしくお願いします。 

○沿岸域管理官 次回から提示できればと。ちなみに、シャーシが２万１，０００台ということ
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ですので、今後は記載させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○竹内委員 よろしくお願いします。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

○河野委員 ９ページですけれども、事業費の変更というところで、４１２億円から４３０億円

と、１８億円上がっているんですけれども、そのうちコスト縮減９億ということで、ケーソ

ンの中詰が砕石に変更されて結局９億円も安くなったということなんですけれども、これは

プロジェクトの当初から砕石を使えばいいという判断はできなかったんでしょうか。 

○秋田港湾事務所長 ケーソンは中詰が１万４，０００立米ぐらいになるんですけれども、石に

関しては、ここは秋田港なんですが、砕石は男鹿というところから持ってきております。そ

れで１０トントラックで運搬してくるんですが、１万４，０００立米掛ける１．８（トン／

立米）というのはかなりの台数になって、砕石をストックしている場がなかなか調整できな

かったというのと、生産調整が難しかったという状況があります。それで、今までは近場の

海底の砂の中詰材を有効利用してやっていたんですけれども、ストックヤードの調整とか採

石場の調整とかになって、そういうコスト縮減を図ろうということで算出させていただいて

おります。 

○平山委員長 最初は考えていなかったようでございますね。 

○津田副局長 そうですね、まさに事業の最初、もともと伝統的に秋田港の場合は海砂を採取し

て入れる。秋田の海砂は重量が軽い傾向があります。これはずっと課題だったんですが、一

方、石とか重いものを入れればいいというのは当然わかっているんですが、事業の最初にそ

れがなかなか準備できなかったと。ところが、途中の段階でヤードの整備とか採石場からの

採取とか量が確保できそうになったというところで切り換えたということで、本来コスト縮

減というのは最初から本当は考えておけばよかったという先生のおっしゃるとおりだと思う

んですが、当初の４１２億からは結果的に途中段階で９億へ削減できたということで載せて

いただいた結果でございます。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。（「なし」の声あり）なければ議論を終わ

りにしたいと思います。それでは、お諮りいたしますが、原案どおり継続という対応方針

（案）でお認めをいただけますでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

 

４．報 告 

○平山委員長 それでは、最後の項目でございますが、報告事項がございます。本日は報告案件
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として６件ございます。まず、３件を一括説明、一括質疑をいたしたいと思いますが、最上

川直轄河川改修事業、最上川中流消流雪用水導入事業、名取川総合水系環境整備事業、３件、

お願いいたします。 

○河川調査官 一括でご説明させていただきたいと思います。 

  資料が分かれて恐縮でございます。５－１をめくっていただいて１ページをごらんいただけ

ればと思います。 

  今、委員長からご紹介いただきました３事業でございますが、これは夏の第１回のときも同

様でございますけれども、事業再評価対象事業、各流域委員会ができているものにつきまし

ては、そちらの委員会で審議されたものをこの事業評価監視委員会にご報告ということにな

っております。その報告根拠が記載されております。 

  対象となる事業でございます。大きいほうの５－２の別冊をごらんいただければと思います。

こちらのほうで事業の位置と概要をご説明させていただければと思います。 

  今回、赤の字で書いてあります最上川直轄河川改修事業、これは最上川全体の直轄をやって

いる河川事業になります。また、最上川中流消流雪用水導入事業ということで、山形県最上

川の中流域になります。また、宮城県の仙台地域、名取市でございますけれども、名取川総

合水系環境整備事業というものでございます。 

  めくっていただきまして、２ページになります。これは最上川直轄河川改修事業の簡単な概

要でございます。基本的に最上川の直轄河川改修事業、全てのメニューになっておりますが、

平成２５年、２６年に発生した大規模な出水によって、今おおむね６年間の当面の整備のス

ケジュールを見直して河道掘削の実施を進めているところでございます。 

  続きまして、３ページになります。最上川中流消流雪用水導入事業でございます。これは山

形県の大石田町岩ケ袋、鷹巣地区において、中小河川に安定した水量を供給して冬季の雪に

よる河道閉塞を防止して、そして雪を河川に流すということで除排雪の作業を軽減させると

というものの目的のための導水路整備でございます。 

  おめくりいただきまして、４ページでございます。名取川総合水系環境整備事業。これは名

取川の名取市閖上地区におきまして、今名取市のほうが策定しております復興計画と連携し

て、かわまちづくりを実施していくということで、川側の整備を行おうというものでござい

ます。賑わいのある水辺空間の創造を進めていくため、来年度の事業着手に向け、先般、事

業再評価の審議を流域委員会のほうでお願いしたところでございます。 

  この３事業につきましての各学識経験者等から構成される委員の審議につきましては、すみ
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ません、再び戻っていただきまして資料５－１になります。２枚めくっていただきまして、

３ページになります。３ページの上段に各審議結果のほうを記載させていただいております。 

  まず、最上川直轄河川改修事業、これにつきましては、全体のＢ／Ｃ９．０ということにな

っております。流域委員会での審議結果につきましては、事業継続が妥当だということと、

山形県知事からも事業の継続に異議はありませんという回答をいただいております。 

  ２つ目の最上川中流消流雪用水導入事業、これにつきましては全体事業Ｂ／Ｃは１．１とな

っております。流域委員会の審議では、これも同様に事業継続が妥当と判断され、県知事か

らは、極めて有効な事業であることから事業の継続に異議はありませんということで附帯の

意見をいただいております。 

  最後の名取川総合水系環境整備事業ですが、これは全体事業Ｂ／Ｃ８．３となっております。

名取川水系河川整備学識者懇談会の審議でも同様に、事業の継続が妥当と判断され、また、

宮城県知事からの意見につきましても、継続に異議はありませんと回答をいただいていると

ころでございます。 

  以上で３件の報告を終了させていただきたいと思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。ご質問お願いいたします。どうぞ、奥村委員。 

○奥村委員 ２つ目のもので、資料５－１の質問、上の段の３なんですけれども、全体事業費の

Ｂ／Ｃが１．１で、残事業Ｂ／Ｃが３．０とかなり数字が違うんですが、５－２の３ページ

のところを見ると残事業費が２．２億円なので、残事業Ｂ／Ｃでこれから出るＢがその３倍

なので６．６あるはずなのに、全体の事業費の１５．６に対して全体の費用便益比が１．１

というのはおかしいのではないかと思うので、確認してください。 

○河川調査官 これはマニュアルに基づいて計算したときに現在価値化しますので、これは今の

値ですけれども、計算上は効果が発生してから３０年間の効果を現在価値で１．０４で割り

戻してやりますので、値に違いが出ているというものでございます。 

○奥村委員 そうですか。既に大分前からお金を使っているので、逆に言うと過去のを割り戻す

とそれが大きくなっているんですね。 

○河川調査官 そういうことになりますね。 

○奥村委員 はい、わかりました。 

○平山委員長 ほかにございませんか。（「なし」の声あり）それでは、ないようでございます

ので、次の報告に移りたいと思います。 

  雄物川水系の河川整備計画策定について３件ございます。一括してお願いいたします。 
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○河川調査官 では、同じく５－１と５－２を用いてご報告させていただきたいと思います。 

  雄物川水系につきましては東北管内で最後になりますけれども、河川整備計画のほうは去る

１１月２８日に策定がされております。これにつきまして整備計画を策定されますと、事業

再評価の手続を行われるとされたものとするということで、これは本省のほうの通達になっ

ておりまして、５－１の２ページになりますけれども、その根拠例を紹介させていただいて

おります。 

  雄物川水系の３事業、直轄河川改修事業、成瀬ダム建設事業、雄物川総合水系環境整備事業

でございますけれども、事業の概要につきましてはすみません、また５－２のほうを見てい

ただければと思います。 

  １ページを開いていただきますと位置図がありますけれども、秋田の中心からずっと奥羽山

脈のほうに流れている雄物川水系でございます。 

  資料の５ページ以降にこの３つの事業を掲載させていただいております。この３件につきま

しては、直轄河川改修事業及び成瀬ダム建設事業につきまして、まだ整備計画未策定の時期、

２年前に本監視委員会のほうでもご審議いただいております。また、水系環境整備事業につ

きましては、昨年度の再評価のほうでご審議をいただいております。その再掲になりますが、

まず、雄物川直轄河川改修事業につきましては、昭和以降に発生した代表的な洪水と同規模

の洪水に対して浸水被害の軽減を図るというものを目標に進めているところでございます。 

  おめくりいただきまして、６ページになります。成瀬ダム建設事業、これは成瀬ダムの５つ

の目的を定めまして、平成２６年度は本体工事の施工に向けた工事用道路等の整備を進めて

いるところでございます。 

  ７ページ、これは昨年ご審議いただきました総合水系環境整備事業でございます。雄物川上

流地区のワンドの保全、復元により、魚類や植物の生息・生育・繁殖環境の保全を図るため

の自然再生を進めているというものでございます。 

  これらにつきまして、雄物川の学識者委員会のほうにお諮りをいたしました。委員会のほう

では特段というか、費用対便益については審議事項ではなかったんですけれども、一昨年、

昨年、この事業評価監視委員会のほうでお示しさせていただきました費用対便益分析の結果

につきまして、前回評価時と要因に変化がないということで、それを参考値ということでお

諮りいただいてご審議をいただいております。 

  こういった形で、また資料５－１に戻りますけれども、３ページになりますが、雄物川直轄

河川改修事業、成瀬ダム建設事業、雄物川総合水系環境整備事業につきまして、いただいた
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意見等をここに記載させていただいております。 

  以上で河川整備計画の策定による事業再評価の手続が行われたという雄物川水系の３事業の

報告を終わらせていただきたいと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。いかがでしょうか。何かございませんか。 

  委員会の中の懇談会の意見で、レッドデータブック、貴重種の問題と埋文の話が出ています

が、これは具体的にどんなところなんでしょうか。 

○河川調査官 埋文につきましては、工事を行う上で調査をやるんですけれども、改めてきっち

りやってくださいというご意見をいただいております。 

  また、レッドデータブックの貴重種につきましては、雄物川、自然豊かなところを流れてい

るので、そういったものに対してちゃんと配慮するようにということで、これも今までやっ

ていないというわけではなくて、改めてのご意見ということで頂戴しております。 

○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。 

○間庭委員 素朴な質問になってしまうんですが、資料５－２の７ページに、今もちょっと話題

になっていました希少生物ですとか多様な生物の問題があるんですが、雄物川に限っての話

でなくてお尋ねしたいんですが、このような良好な自然環境を維持する環境のことと、それ

から河川の安全性などとの、Ｂ／Ｃではないんですが、環境と安全のバランスというのをど

のように考えて判断をしたらいいのか。ここの７ページを見る限りは非常に環境の問題はし

っかりと捉えてはおるんですが、やっぱり安全があっての環境と、環境と安全って非常に難

しい関係があるんですが、７ページに関してだけではないんですが、一般的にどのような環

境と安全の問題などを評価、あるいは考え方をお持ちなのか、一般論で結構なんですけれど

も、お尋ねしたいと思います。 

○河川部長 ご指摘ありがとうございます。 

  まず、７ページは、これはもともと総合水系環境整備事業なので、この７ページは環境に特

化したものです。 

  それから、ご質問の「環境か安全か」と言われると、我々最近「環境か安全か」とは言わず

に「環境も安全も」と言っているつもりでいると思います。砂防のほうでもご質問がありま

したが、河川のほうでも最近は物すごく味気のない固いコンクリートだけのものでガンガン

つくるというのではなくて、自然に配慮した、生態系に配慮した、もう２０年ぐらい前に多

自然型川づくりというのを言っていまして、１０年ぐらい前から多自然川づくりと言ってい
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まして、自然をたくさん残しながら安全も確保しましょうという気持ちでおります。基本的

には両方をやっているつもりでおりまして、必ずどちらかを優先しましょうというふうには

なってはいません。どっちも考えましょうというつもりでやっていると思います。 

○渥美副局長 平成９年の河川法改正の際に河川法の第１条の目的に、治水・利水に環境を加え

たということで、これは法で目的にしてございますので、河川部長が言いましたように全て

やるということで、ただ現場によっては治水で、川幅を広げたり川底を掘るということにな

りますと、一時は現在の自然環境が維持できませんので、それを回復するという事業も並行

してやるということは基本にしていると。例えば釧路湿原で言えば、既に直線化した水路を

わざわざ税金をかけて蛇行化させて湿原を戻すというようなことも河川事業でやっておりま

すので、そういう意味では場所によって優先度というか考え方が変わってくると思います。 

  ただし、河川部長申し上げましたように１、２、３の順番でやるわけではございません。で

すから、治水も利水も環境もマルという形の表現にして、重なり方の状態はその川によって

使い分けていくしかないかなということでございますので、例えば災害直後の川を改修する

となれば、それはまず最初に人命を、再度災害防止を優先しますので、その際にはかなり大

がかりな治水対策を優先せざるを得ませんけれども、その川が自然環境に復元できるような

余地を残す改修をするとか、そういう工夫をしながら環境とのバランスをとるというのが河

川事業の基本で、それは法律の目的事項だと思います。 

○黒沢委員 河川整備に関しましては、河川管理というのが実は生物多様性の保全とかなり親和

性が高いとされています。河川の掘削、それから河畔の森林伐採というと悪いことのように

思えるんですけれども、河川の環境というのは実は氾濫によって土がたまったり森林が生じ

ることは本来はないんですね。それは治水によって洪水がなくなったために、逆に土がたま

って河道が狭くなって森林ができたものです。そういった意味で河川を掘削したり森林を伐

採するのは、生物多様性の面から見ると河川環境の復元になります。 

  それから、最近力を入れている遊水池づくりなんですが、遊水池というのは河川の周辺で失

われた湿地の復元にもつながります。多目的遊水池にしちゃうとただの公園になるのでだめ

なんですが、自然を残すような遊水池だと非常に良好な湿地ができます。そういった意味で、

河川の管理と環境というのは非常に親和性が高いです。国土交通省の事業で環境保全と親和

性の高い事業というのは余り多くないんですけれども、河川管理は数少ないそういった例で

す。 

  ただ、この事例に関しましては、例えばワンドをつくるのですが、ワンドの維持というのは
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非常に難しいところがありまして、今回つくってもどれだけ維持できるかとか、地形的には

ワンドをつくれても生物の生息地にできるのかというのは多分なかなか手探りなところがあ

る事業だと思います。そういった意味で、大事業にせずにこぢんまりとした事業にしていく

のは正解なのかなというふうには思います。 

  そういった意味で、意欲的ではあるんですけれども、効果というのはなかなか難しいところ

だと思います。ただ、そういった事業を積み重ねて事例研究をしながらやっていくしかない

ので、そういったところでやっていくんだと思います。 

○平山委員長 補足のご意見ありがとうございました。 

  ほかにございませんでしょうか。（「なし」の声あり）なければ、報告６件ございましたけ

れども、了承していただいたということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、審議結果の取りまとめを行いたいと思います。５分ぐらいでよろしいですか。

（「今お配りいたします」の声あり）それでは、休憩を入れないでこのまま続けていきます。 

  行き渡りましたでしょうか。 

  それでは、本日の結果のまとめについて確認をしたいと思います。事務局のほうで一度読ん

でください。 

○司会 それでは、ただいま配付いたしました議事概要のまとめを読み上げさせていただきます。 

  審議結果。前振りの部分は省略させていただきます。 

  １．事業審議について。 

  ・河川関係事業 再評価 審議結果 

阿武隈川水系直轄砂防事業 

八幡平山系直轄砂防事業 

赤川水系直轄砂防事業 

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。 

    ・砂防事業の目的と効果について、広く理解してもらうように広報していくべきである 

    ・治山事業者等と連携調整をとりながら事業を進めていることを資料に反映した方が良

い 

    ・対応方針に「その他ソフト対策の推進も含めて」という表現を追加した方が良い 

    ・便益を計算している項目については、記載するようにすること 

  ・港湾事業 再評価 審議結果 

-36- 



秋田港外港地区防波堤整備事業 

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。 

  ２、委員会報告事項について。 

  ・再評価報告 

最上川直轄河川改修事業 

最上川中流消流雪用水導入事業（岩ケ袋地区） 

名取川総合水系環境整備事業 

雄物川直轄河川改修事業 

成瀬ダム建設事業 

雄物川総合水系環境整備事業 

以上について、最上川水系流域委員会、名取川水系河川整備学識者懇談会、雄物川水系

河川整備学識者懇談会による再評価の審議結果報告があった。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。審議結果の取りまとめ、議事概要、いかがでしょうか。

よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  それでは、本日の取りまとめ、資料のように決めたということにさせていただきます。 

  それでは、議事のほうはこれで終わりでございます。 

 

５．閉 会 

○司会 長時間にわたりましてありがとうございました。 

  以上をもちまして平成２６年度第３回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いたします。 

  なお、次回委員会につきましては、委員の皆様方と日程調整をさせていただいておりました

けれども、最も参加していただける日ということで、２月１２日の午後開催ということで予

定させていただきますので、各委員におかれましてはご出席いただき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。 

  お疲れさまでございました。 
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