
 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２７年２月１２日（木曜日） 

    １５：３０～１７：３０ 

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第４回事業

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、出席いただき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。 

  初めに、報道関係の方にお知らせいたします。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。お配りしております配付資料一覧表にご

ざいますけれども、本日の会議の次第、出席者名簿、配席図、続きまして、説明事業位置図、

それから資料１から６ということで、Ａ４の横縦、それからＡ３の資料になってございます

が、それぞれ資料１からとなっております。不足などございませんでしょうか。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、奥村委員、黒沢委員、竹内委員が所用のため欠席となってございます。１１名中８

名の委員出席で開催いたします。 

  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、委員会の開催にあたりまして、縄田局長からご挨拶を申し上げます。 

○局長 委員の皆様には大変お忙しい中、ご出席賜りましてありがとうございます。厚く御礼申

し上げます。 

  本日は、道路事業の事後評価３件、それから営繕事業の事後評価１件、それから河川関係事

業の３件の事後評価の報告となります。よろしくお願いいたします。 

  なお、本日、本年度４回目の委員会の開催でございますけれども、これまで、本日含めまし

て３０件の対象案件についてご審議をいただくということになりまして、たくさんの案件に

つきまして審議いただきまして、誠にありがとうございました。引き続き来年度もよろしく

お願いいたします。 

  また、九戸委員におかれましては、平成２１年に委員就任をお願いいたしまして、今年度で

任期６年目ということで、大変長い間いろいろとご指導いただきましてありがとうございま
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した。特に観光の専門家のお立場からのご指導、それから青森県在住というお立場からのご

指導、貴重なご提言もいただきました。誠にありがとうございました。心から御礼を申し上

げます。 

  それでは、本日の委員会におかれましても、いつもどおり活発なご意見、ご議論をいただき

ますようにお願い申し上げまして、開催の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○司会 ありがとうございました。 

  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。平山委員長、お願いいたします。 

 

３．審 議 

○平山委員長 それでは、これから審議に入りたいと思います。委員の皆様には年度末の大変お

忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。本日もまたよろしくお願い

いたします。 

  それでは、事務局から説明をお願いいたしますが、説明はポイントを押さえて、効率的な議

事の進行にご協力をいただきたいと思います。 

  まず、道路事業の事後評価３件でございます。この審議を行いたいと思います。 

  今回ワーキンググループは開催しておりませんので、３件とも重点事業として１件ずつご審

議をいただくことにいたします。 

  それでは、１つ目、一般国道４号郡山バイパスについて、説明をお願いいたします。 

○郡山国道事務所長 お手元に資料１がございます。一般国道４号郡山バイパスの事後評価につ

いてご説明申し上げます。郡山国道事務所の原田と申します。 

  １ページをお開きくださいませ。事業の目的と概要というのが最初にございます。事業の目

的でございます。郡山市内におけます国道４号の交通渋滞の緩和、あるいは交通安全の確保、

それと郡山都市圏の産業振興による地域活性化の支援でございます。 

  事業の計画の概要でございます。起終点でございますが、須賀川市大字仁井田から本宮市荒

井まで、延長が１７．２キロ、幅員につきましては３０メートル、４車線でございます。た

だ、幅員につきましては、下段のほうにございますが、標準断面図（立体部）がございます。

その場合には４０メートル、４車線という形になっております。 
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  道路の規格、設計速度でございますが、３種１級、設計速度が時速８０キロでございます。

都市計画決定が昭和４６年に決定しておりまして、昭和４９年に事業化ということでござい

ます。 

  右のほうに平面図がございます。旗上げされております。郡山バイパス延長１７．２キロで

ございますが、そこの下に整備の年次が書いております。平成７年に暫定２車線開通、それ

から平成１４年度に完成４車線開通、それから平成２１年度に針生高架橋が完成し、事業が

終了となっております。 

  ２ページでございます。事業の目的と進捗状況。進捗状況の話の前に、状況の写真がござい

ます。右手のほうにポンチ絵がございまして、そこにカメラマークが２つほどございます。

写真①、写真②というカメラマークがございます。写真①が、ここに書いております左側の

ほうの１番目の写真でございます。ちょうど郡山バイパスを西側上空から望んだものでござ

います。昭和６２年のときでございますが、赤実線が暫定２車線で供用しているところでご

ざいます。破線のところは未供用の区間でございました。それを平成２６年でございますが、

今度は写真②でございますが、針生高架橋を北側から望んだところでございます。このよう

な状況になっております。 

  次のページをお開きくださいませ。整備の状況をビフォー・アフターという形で写真で整理

したものでございます。一番左側が国道の現道の整備状況の前後で比較したものでございま

して、郡山バイパスが全線開通する前、６２年でございますが、郡山駅周辺の国道４号でご

ざいます。その下が現在、平成２６年の郡山バイパス完成後の現道でございます。大型車交

通量が減っているという状況になっております。 

  それから、起点部（十貫内交差点）でございますが、これは郡山バイパス全線が開通する前、

平面交差点が昭和６２年のときでございますが、郡山バイパスがまだ平面交差点でございま

した。ということで、主交通は福島、白河という形の流れになっております。それから、平

成２６年、現在でございますが、主交通がバイパスに変わっております。立体交差点になっ

ております。そのような状況がわかるかと思います。 

  それから、終点部でございますが、郡山市日和田付近でございます。郡山バイパス開通後、

２車線、平成８年のときの状況写真。それから、現在の４車線後の状況がその下でございま

す。 

  ４ページでございますが、事業効果の発現状況を新聞の抜粋から見たものでございます。平

成１５年５月７日の新聞記事、この記事には十貫内交差点が立体交差しましたということで、
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渋滞が解消しましたといったような記事が載っております。それから、平成２１年１２月で

ございますが、これは福島民報の新聞記事でございます。郡山バイパスの針生高架橋ができ

て、４車線区間で通過交通が半分になったというような記事が載っております。 

  次のページをお開きくださいませ。事業効果の発現状況をさまざまな切り口で整理させてい

ただきました。最初が交通量の推移でございます。交通量から見たものでございます。交通

量の推移ということで、Ａ－Ａ’断面で見たところでございます。上段が全交通量でございま

して、棒グラフで整理されておりますが、茶色が郡山バイパス、それから黄色が国道４号で

ございます。郡山バイパスの整備とともに、郡山バイパスに交通が転換している状況がうか

がわれると思います。 

  その下が大型車だけ見たものでございまして、折れ線グラフで交通分担を見ております。こ

れも見てもらうとわかるんでございますが、大型車に限っては平成２６年現在で８１％の大

型車が転換しているという状況になっております。 

  次のページをお開きくださいませ。次は、渋滞の視点から見た事業効果の発現状況でござい

ます。中ほどにございますのが最大渋滞長、これが国道４号の主な交差点の渋滞長の推移を

あらわしたものでございます。全線２車線開通時と４車線完成後の渋滞長でございます。警

察署の前以外につきましては、ほぼ５割、６割程度の渋滞が解消されているということでご

ざいます。 

  その右側でございますが、最大渋滞長の推移、これは郡山バイパスの渋滞長の推移でござい

ます。黄色が暫定２車線、ピンクが完成４車線完成後の渋滞長の推移でございます。おおむ

ね渋滞が解消しておりますが、荒池下並びに仁池向交差点に若干渋滞が残っているという状

況がうかがわれます。 

  また、その下でございますが、渋滞時の通過時間の変化でございます。これ十貫内交差点か

ら荒池下交差点までの区間でございますが、見ていただきますとわかりますように、全線暫

定２車線、それから暫定２車線の開通時、完成４車線時ということで、順次、国道４号並び

にバイパスの通過時間が減っているという状況がわかります。 

  次のページをお開きくださいませ。次の事業効果の発現は、沿道環境という観点とそれから

定時性の確保という観点で整理したものでございます。一番左側のほうに、道路交通騒音の

変化というのがございます。最初に書いておりますのが郡山バイパスの昼間、夜間と書いて

おりますが、郡山バイパスにつきましては道路交通騒音が非常に緩和されております。その

下、国道４号でございますが、この４号につきましてはまだ騒音が残っているといいますか、
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なかなか、少なくはなっておりますが解消に至っていない、環境基準を下回っているような

状況にないということでございます。 

  それから、中ほど、定時性の確保という観点で、これはプローブデータを整理したものでご

ざいますが、上にありますのが国道４号の上りと郡山バイパスの上りでございますが、所要

時間のグラフがございます。これを見てもらうとわかるんですが、国道４号経由の場合は所

要時間が３０．７分と、時間のばらつき（標準偏差）が５．９分ということで、ばらつきが

多いという状況がわかると思います。それから、郡山バイパスにつきましては平均所要時間

が１７．２分、ばらつきが２．６分ということで、非常にばらつきが少ないという状況がわ

かるかと思います。その下は下りでございます。同じような状況になっております。 

  次のページでございますが、８ページでございます。交通事故の減少という観点で整理した

ものでございます。茶色といいますか、赤が郡山バイパスでございまして、ブルーが国道４

号のデータでございます。折れ線グラフにつきましては、事故率という形で整理しておりま

す。見ていただくとわかるんでございますが、バイパスにつきましては現道と比べると非常

に低い事故率、あるいは事故の発生件数になっております。ということが一つと、それから

全線開通しました平成１５年３月以降でございますが、平成１７年以降は順調に事故件数が

減っているという状況になっております。 

  次のページをお開きくださいませ。次は市街地の形成という観点で、人口とかあるいは通勤

通学流動といったところで見た事業効果の発現状況でございます。最初に人口でございます。

昭和５０年から棒グラフになっておりますが、そこを１として県と郡山市の居住人口の推移

をあらわしたものがございます。見てもらうとわかるんですが、県全体の人口は減少しつつ

も、郡山市内は順調に増加傾向にあるということがわかるかと思います。 

  その下に、郡山市都市整備基本計画がございます。昭和４４年ものでございますが、このと

きに郡山バイパスの位置づけは市街地を計画的に西側に促進させるんだといったような意味

合いでの都市施設の位置づけがなされております。 

  中ほどに、通勤通学流動の変化がございます。昭和６０年と平成２２年の２時点で比較して

おりますが、外外といいますか、須賀川、鏡石から本宮、大玉村の変化を見てみますと、こ

の時点で約１２倍の交流がふえていると。それから、内外という形で、郡山市と須賀川市、

あるいは郡山市と本宮市といったような観点で見ますと２倍程度の状況、通勤通学動向がふ

えているということでございます。 

  一番右側のほうにございますのは、土地区画整理事業とそれからＤＩＤ地区の変化でござい
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ます。昭和５５年と平成２２年で比較したものでございます。言わずもがなでございますが、

土地区画整理事業につきましてはバイパス沿線に多く整理されておりますし、ＤＩＤにつき

ましても現４号から西側、バイパス側のほうがＤＩＤが広がりが多いというのがわかるかと

思います。 

  それから、次の１０ページでございますが、企業立地から見たときの事業効果の発現状況で

ございます。平成１７年以降に新設あるいは増設した企業が１２１社ございます。そのとき

の設備投資額は１，０００億強でございます。約３，６００人の新規雇用が創出されており

ます。 

  次のページをお開きくださいませ。次のページは、物流効果による事業効果の発現状況でご

ざいます。平成１４年に国道４号沿いにあった郡山市の総合卸売市場がバイパスあるいは高

速の近傍に移転した関係もありまして、福島県内におけます年間卸売販売額につきまして、

郡山市が４１％を占めているというような状況になっております。 

  また、その下のほうに郡山市の総合卸売市場の概要がございますが、流通圏域は郡山、本宮

等々の２２市町村、６４万人という供給人口になっている割には非常に販売額が大きいとい

う状況になっております。 

  それから次のページ、次は救急医療の観点から事業効果をとらまえたところでございます。

中ほどに所要時間の変化がございます。３次医療機関が太田西ノ内病院というのが郡山市内

にございます。ここまでの移動時間を経年変化で見ております。須賀川市から太田西ノ内病

院まででございますが、平成９年、平成１７年、平成２２年と、整備ごとに時間短縮になっ

ております。平成２２年で３割短縮というような状況になっております。また、それに伴っ

て、太田西ノ内病院への搬送件数につきましても増加傾向にあるということでございます。 

  次のページでございます。次は、バイパスの整備で都市内についてどのように変わってきた

のかと、歩行者、自転車状況にどのように配慮したかといったような観点で事業効果の発現

をまとめております。一番左側のほうにポンチ絵がございますが、さくら通りとございます。

当然、これは郡山市内のメインのストリートでございます。郡山駅から郡山市役所に抜ける

ようなメインのストリートなんでございますが、ここにおきまして、平成２０年に自転車、

現道交通量が平成１１年と１７年で見てもらうとわかるんですが、２０％ほどさくら通りの

交通が減少したと。それに伴って、下のほうの写真にございますが、自転車レーンの整備を

行ったと。ブルーに着色なっておりますが、すいません、上のほうです、さくら通りでブル

ーのラインを引いていますが、これが自転車レーンということで整備を行った場所でござい
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ます。もちろん現道４号におきましても交通量が減りました関係がありまして、現道４号に

おきましても自転車レーンを設置したということでございます。 

  また、まちなかにおきましては、郡山まちなかレンタサイクルを平成２２年から開始してお

りますし、それから平成２１年でございますが、このときにＩＣカードを導入しまして、郡

山まちなか循環バスの運行を開始しております。郡山市内のバスの乗車人員の推移を見ても

らうとわかるんでございますが、それ以降、バスの乗車人員がふえたという状況になってお

ります。 

  それから、最後でございますが、１４ページでございますが、費用対効果の分析の算定の基

礎というのがございます。事業費は９７０億円、前回と比べて変わりございません。計画交

通量、平成４２年の交通量で、前回が５万８，０００台、今回が６万１，８００台、実測で

ございますが、２６年度６万１００台ということで、費用便益比が２．６となっております。 

  一番最後のほうに、対応方針というのがございます。当初の事業目的に対し、郡山市街地の

交通混雑の緩和、交通安全の確保等の効果を発現しているということ。今後の事後評価及び

改善措置は必要がないというふうに考えております。なお、道路交通騒音につきましては、

今度も状況把握に努め、必要に応じて対策案を検討するといったことを考えております。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  郡山バイパス、昭和５０年に工事を始めて以来、三十何年かかって完成して、完成後５年た

って、今日事後評価という運びでございます。４号の渋滞解消はもちろん郡山の西部地区の

振興に非常に役立っているようです。その他いろいろ効果の発現についてご説明をいただい

たところでございます。 

  何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

  騒音のところだけは環境基準を上回っていますが、これについては今後モニターを続けて、

必要に応じて対策をとっていくということで、そのことは最後のまとめにも記載されており

ます。 

  何かございませんか。よろしいですか。 

  それでは、ご意見ないようでございますので、対応方針（案）のとおり、効果を発現してお

り、今後の事後評価、改善措置の必要はないと考える。道路交通騒音については今後状況把

握に努め、必要に応じて対策案を検討するということで、ご了解をいただいたということに

させていただきます。ありがとうございました。 
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  それでは、２件目でございます。一般国道７号青森環状道路でございます。よろしくお願い

いたします。 

○青森河川国道事務所長 青森河川国道事務所長の石塚と申します。 

  資料２に基づきまして、一般国道７号青森環状道路の事後評価につきましてご説明申し上げ

ます。 

  １ページ目をお開きいただきたいと思います。事業の目的と概要について記載させていただ

いております。事業の目的でございますけれども、青森市内における国道４号及び７号の交

通混雑緩和や交通安全の確保ということとともに、青森市を初めといたします青森都市圏の

産業振興による地域活性化を支援するという目的でございますけれども、昭和４９年に都市

計画決定とともに事業に着手したという事業でございます。 

  ２ページ目をごらんいただきたいと思います。上下あわせてごらんいただければと思います

けれども、開通状況を２ページ目に示してございます。１４年に１６．６キロということで、

全線２車線開通というふうに実施してございます。その後、平成２１年度に事業区間の７．

９キロの部分を４車線開通ということで実施してございます。 

  次の３ページ目をごらんいただきたいと思います。それぞれ整備前後の現道状況、あるいは

環状線の前後状況を示しているものでございますけれども、上段につきましては現道の状況、

国道４号の部分につきまして開通前後の状況を示しているところでございます。また、下の

ところにつきましては、環状道路の全線暫定開通後の部分と、あと４車線開通後のほうでど

のように変わったかというのを写真でお示ししております。 

  また、４ページ目でございますけれども、４ページ目につきましては暫定２車線で開通後の

記事が左のほうでございまして、右の方は全線４車線開通後の記事というふうになってござ

いますが、それぞれ渋滞が緩和したといった内容の報道がされているところでございます。 

  続きまして、５ページ目をお開きいただきたいと思います。直接的な効果につきまして、ご

説明申し上げます。左側に交通量の推移のグラフを載せてございます。右側に青森市の図面

が載ってございますけれども、青森市の都市機能というものが集積しておるところは本州最

北端県庁所在地ということがございまして、環状道路の内側を目的地としたような交通需要

が多いという特性がございます。要は、抜けていくところがないものですから、末端という

ことで、そこが目的地になるというような特性があるということでございます。 

  交通量でございますけれども、現道部が大体昭和６０年以降５万台前後ということで推移し

ている状況になってございます。 
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  また、下段中央のところをごらんいただきますと、大型車交通量の推移のグラフを載せてご

ざいますけれども、現道の大型車交通量混入率が低下しているということでございまして、

青森環状道路への転換が確認されているところでございます。 

  また、下側の右側のグラフでございますけれども、冬季の定時性につきましては、現道に比

べて平均の所要時間が約２分短縮ということ、あと、ばらつきの関係につきましては標準偏

差で示してございますけれども、３分ほど短くなっているということで、信頼性が高いとい

うような利用形態になっているということでございます。 

  続きまして、６ページ目をごらんいただきたいと思います。現道部分と青森環状道路におけ

る主要交差点における渋滞状況というのが整備段階ごとにどのように推移しているかという

ふうに載せているものでございます。各交差点の最大渋滞長は確実に減少しているという図

になってございますけれども、それぞれ上のほうの国道７号の部分と環状道路のほうという

ことで左右載せてございますけれども、それぞれ渋滞長が部分開通時、全線２車線開通時、

４車線開通時ということで、段階的に渋滞長が減少しているというのがごらんいただけるか

と思っております。 

  また、その４号の居住系の地域における道路交通騒音につきましては、右の下のほうに載せ

てございますが、昼間、夜含めて環境基準を満足するという形で段階的に、整備に合わせて

落ちてきているという状況をごらんいただけるかと思います。 

  また、７ページ目をごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、交通事故につ

いてでございますけれども、青森環状道路、あと現道分を合わせた交通量というものにつき

ましては、上のグラフを見ていただきますと、２つ合わせた形で年々増加しているというの

がごらんいただけると思いますけれども、そのような中、死傷事故件数は横ばいから減少傾

向で推移しているというような状況になってございます。 

  続きまして、８ページ目でございます。こちらにつきましては間接的な効果ということでご

ざいますけれども、青森市の都市計画の変遷というものをこちらからご説明申し上げたいと

思います。この図中の左のほうでございますけれども、昭和時代の都市計画図になっていま

す。青森環状道路の内側というものが市街化区域、外側が市街化調整区域というふうに昭和

の時代からそういう設定になっていたというものでございます。右側の図にございますよう

に、平成１１年度に青森市の都市マスタープランにおきましてコンパクトシティーというも

のを具体化いたしまして、青森環状道路を境にしまして開発抑制地域と居住地域の境界線と

いうふうに設定してございます。都市の骨格を形成するということで、都市集約化あるいは
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流通産業の拠点化という形で都市計画自体につきましても整合性をとった形になっていると

いうことでございまして、９ページの中でその具体の話になってございますけれども、左下

の図の中に青森総合卸センターというのが青森環状道路に併設させて設置されてございます。 

  この卸センターでございますけれども、昭和４２年に設立されておりまして、拡張を進めな

がらということで事業所数を伸ばしてきているということでございまして、それが棒グラフ

の形で上のほうに載っている図でございます。それぞれ全線２車線開通が、平成１４年、あ

るいは全線４車線開通が平成、２１年というふうに段階的に４９年以降、事業の推移に合わ

せまして卸センターの利用についても伸びてきているというようなことでございまして、道

路のネットワークの充実ということが事業所の立地増、あるいはその運営に当たり重要な要

素であったというようなご意見もいただいているところでございます。 

  続きまして、１０ページ目をごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、公共

のスポーツ関連施設の状況について示しているものでございます。図中に青く囲ったところ

で、青森市スポーツ広場、平成１８年というものがございますけれども、こちらの施設につ

きましては青森市民のみならず、市外あるいは県外からの利用が多いということで、そのほ

とんどが自動車で来場されているということでございまして、利用者の推移につきましては

棒グラフの形で年間１０万ぐらいの人が利用されるというような施設でございます。 

  また、沿線沿いには、右のほうの表と写真もございますけれども、それぞれのスポーツ施設

も立地されているということでございまして、沿線の利用につきましても非常に活発である

ということでございます。 

  以上、事業の概要につきましてご説明申し上げましたが、最後１１ページでございます。本

事業費につきましては１７０億円ということで、前回評価時との変更はございません。 

  対応方針（案）でございますけれども、読み上げさせていただきますと、事業当初の目的に

対しまして、青森市内における国道４号と７号の交通混雑緩和や交通安全の確保などの効果

を発現しており、今後の事後評価及び改善措置の必要はないと考えておりますというのが事

務局案でございます。 

  以上、ご説明申し上げました。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  一般国道７号青森環状道路のご説明でございました。これも昭和４９年に工事着手して、３

４年を経て、平成２１年に全線開通という運びになった事業でございます。 

  ただいまいろいろ現状を説明いただきましたけれども、何かご質問ございませんでしょうか。

-10- 



間庭委員。 

○間庭委員 郡山のほうも非常に交通機能性がすぐれておったわけですが、青森のこの案件はさ

っきのご説明のとおり、土地利用と交通体系が非常にすぐれて、一体的に形成の相乗効果を

発揮しているという意味で、大変地元でも、我々も全国の商工会議所等でも高い評価をして

おりますので、こういったものが交通機能としての評価はもちろんですけれども、そういっ

た都市の将来、コンパクトシティーと青森では言っていますけれども、そういったものを標

榜するのを支える交通機能として高い評価があるんではないかと、会議所関係としても非常

にそういう点は高く評価しております。 

  一番詳しいのは九戸委員だと思いますが、差し出がましくも発言させていただきました。 

○平山委員長 ありがとうございます。九戸委員、どうぞ。 

○九戸委員 ありがとうございます。県庁横に太い国道が通ってますが、私、県庁からずっと見

ていて、トラック等の大型車が目に見えて少なくなった、まちなかの騒音や排気ガスの影響

というのもかなりよくなったのではないかと実感いたしました。 

○平山委員長 ちなみに、４号と７号の終点というのは同じなんですか。 

○青森河川国道事務所長 ちょうど県庁前に。 

○平山委員長 １つしかないんですね。両方の終点になっているわけですね。はい、わかりまし

た。 

  ほかに何かございませんか。どうぞ、北林委員。 

○北林委員 単純なことなんですが、事前にいただいた資料の中に救急医療の支援のグラフが入

っていましたが、それが今回抜けた理由を伺いたいと思います。このグラフでは、五所川原

地区からの病院への搬送がとても多いということが見てとれましたが、その道路との関係を、

お聞きしたいと思っていたところ、その資料が抜けたので、そのあたりの事情をお聞きした

いと思います。 

○道路計画第一課建設専門官 申しわけございません。事前にご説明させていただいたときに救

急医療の整備効果について記載したものをご説明させていただきましたけれども、今、委員

からお話ありましたように、五所川原方面、特に津軽方面から３次救急医療施設の青森県立

中央病院への搬送が非常に多いというデータになっております。搬送ルートとしては、基本

的に津軽自動車道を使って、それから東北縦貫自動車道を使っています。この東北縦貫道の

ところに救急車の退出路がございまして、その退出路をおりた後に青森環状道路の一部を使

って病院のほうに真っすぐ運んでいるという内容だったんですけれども、当初、暫定２車線
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のときに青森環状道路が非常に込混んでいたと。それが４車線になったことによって、混ま

なくてすっと行けるようになったというような内容だったのですが、ちょっと青森環状道路

を走行する距離がそんなに多くないということがございまして、申しわけございません、割

愛させていただきました。 

○北林委員 わかりました。 

○平山委員長 いいですか。 

○九戸委員 補足すると、その五所川原に総合病院が整備されましたので、量的にはまた変わっ

てきているかと思います。 

○北林委員 わかりました。全体的にも数が減っているので、そういうことなんですね。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

  ないようでございますので、この件につきましては今後、事後評価及び改善措置の必要がな

いとの対応方針（案）のとおりお認めを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、お認めをいただきました。 

  ３件目ですが、一般国道１３号福島西道路につきまして、説明をお願いします。 

○福島河川国道事務所長 それでは、資料３をごらんください。一般国道１３号福島西道路につ

きまして、福島河川国道事務所、永尾よりご説明をさせていただきます。 

  まず、１ページをお開きください。本事業は一般国道１３号、それから４号の交通混雑の緩

和、交通安全の確保、また福島市の産業振興によります地域活性化を支援することなどを目

的といたしまして整備させていただきました、延長７．７キロ、幅員４０メートルの４車線

道路事業でございます。事業化が昭和５７年度、そして平成２１年度に全線開通しておりま

す。 

  ２ページをごらんください。左側上段の写真が事業化前の昭和５６年度に撮影されたもので

ございまして、赤の実線が福島西道路の区間となっております。下段の写真ですけれども、

これが整備後の平成２４年の写真でございまして、福島西道路の事業にあわせまして市街化

が図られているということが確認されるかと思います。暫定２車線、それから完成４車線の

区間ごとの開通時期につきましては右側に、ちょっと細かい字ではございますけれども、旗

上げしているとおりでございます。 

  めくっていただきまして、３ページお願いいたします。福島西道路が通過いたします周辺地

域の変遷をここで示しております。周辺地域では区画整理事業などにより計画的に住宅地が

形成されている状況が確認できます。 
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  ４ページをごらんください。こちらは、開通後の効果について新聞記事に掲載されたもので

ございます。２車線の部分開通時、それから全線４車線開通時、ともに渋滞緩和等の整備効

果につきまして取り上げていただいているところでございます。 

  ５ページ、お願いいたします。ここからは道路整備による直接な効果をご説明いたします。 

  まず、こちらのグラフにお示しするとおり、福島西道路の整備により、並行する国道１３号

それから４号の日当たりの交通量が市内北側の断面Ａというほうでまず約１万７，０００台、

それから下がって南側の断面Ｂというところで約１万３，０００台減少しておりまして、現

道の交通負荷を軽減しております。 

  次の６ページをごらんください。こちらもグラフにお示しするとおり、福島西道路の整備に

よりまして、並行する国道１３号中央郵便局前交差点、それから国道４号舟場町交差点では

渋滞長が大きく減少しております。また、国道１３号大町地区では昭和５０年当時は道路交

通騒音が環境基準を超過しておりましたけれども、整備後は環境基準を満足する状況となっ

ております。 

  ７ページをお開きください。こちらのグラフは交通事故についてお示ししておりますけれど

も、グラフを見ていただければ、平成９年度の暫定２車線開通以降は並行する国道１３号、

それから４号の事故件数が減少傾向となっております。 

  続いて８ページをごらんください。ここからは道路整備による間接的な効果をご説明させて

いただきます。福島市の都市計画は、東側の丘陵地、それから阿武隈川などの地理的条件が

ございまして、西の西部地区で区画整理事業が計画され、福島西道路はそれらをつなぎ、効

果を発現するルートとして昭和４２年に都市計画決定されております。 

  右側のグラフにお示しするとおり、昭和５０年代には福島市全体で３５％の人口増加に対し

まして、福島西道路沿線地域で約６０％の増加となっております。これら福島市西部の都市

化の進展によりまして、福島西道路を昭和５７年度に事業化いたしまして、計画的な市街地

形成の一助を担っております。 

  ９ページをお開きください。福島西道路を事業化いたしました昭和５７年度以降、右の地図

に赤でお示ししております大規模な工業団地が増設されまして、グラフにお示しするとおり、

福島市西部では製品出荷額が約３倍に増加しております。過去１３年間に福島市で新設、増

設された企業は５９社に上りまして、これに伴う設備投資額は約４８５億円、約１，２００

人の新規雇用が創出されておりまして、企業立地による地域活性化に寄与しております。 

  また、企業誘致に当たりましては、道路交通インフラが最も重要なファクターであり、イン
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ター周辺に集中する運送会社とアクセス性を向上する福島西道路は企業の物流活動において

高い評価を得ていると聞いているところでございます。 

  次に１０ページをごらんください。グラフを見ていただきますと、こちら福島市は果実、特

に桃、梨など、全国トップクラスの収穫量を誇っておりまして、それら果実の出荷に当たり

ましては、左側の図の中にお示しするとおり、福島市西部地区に位置する一部選果場から福

島西道路終点に位置する流通センターに輸送されております。福島西道路の整備によりまし

て、荷傷みが心配される果実輸送の効率化に貢献しております。 

  １１ページをお開きください。真ん中の円グラフを見ていただきますと、福島西道路は福島

市消防本部清水分署の緊急搬送で最も使われている経路となっております。その右側の棒グ

ラフにお示しするとおり、信号交差点数が少なく、また道路状況がよいことから、信号通過

時のブレーキ機会が少ないなど、患者負担が少ない、安定輸送に貢献しております。 

  最後、１２ページをごらんください。全体事業費ですけれども、こちらは前回評価時点の６

４５億円から６３３億円に減額されております。その事業費変動の主な要因といたしまして

は、右側の図にお示ししておりますとおり、詳細な地質調査を行った結果、橋梁の部分にお

きまして橋長が当初１５０メートルを想定していたものが約４０％に短縮することができた

というものでございます。 

  最後に、対応方針（案）でございますけれども、一番下でございますが、当初の事業目的に

対する効果が発現していることから、今後の事後評価及び改善措置の必要はないものと考え

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。福島西道路につきましても、２２年間工事期間をかけ

て２１年に完成したものでございます。再評価を平成２０年にやっていますけれども、その

ときに比べて工事費が１２億円ほど減っているという件でございます。 

  何かございませんでしょうか。これはちゃんと救急のメリットが出ていましたね。 

○北林委員 そうですね。いいでしょうか。 

○平山委員長 はい、どうぞ。 

○北林委員 ７ページの左側の棒グラフなんですが、福島西道路ができてから事故数そのものが

増えているんですよね。死亡事故は減っているんですが、事故そのものが増えていて、平成

２４年にはもとどおりぐらいにはなってはいるんですが、本当は新しい道路が開設されれば

状況がよくなるので、事故そのものも減っていくのが当然期待されますよね。ところが、こ
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ういう反対の状況になった理由というのは何でしょうか。 

○福島河川国道事務所長 実はグラフのブルーの部分が並行現道ということでございますが、実

はそのブルーの部分、右側を見ていただきますと、この紫の部分だけ、つまり４号と１３号

の部分だけの事故を集計しております。ここだけ見ていただいて、平成９年以前と比べると

減ってはいると。西道路につきましては、できたことにより、さらにその周辺の細街路から

の交通の引き込みなどもございますので、そうした面的な影響を踏まえますと、ちょっとす

みません、こちらデータが集計しきれていませんけれども、交通事故減少については面的に

は寄与しているものと考えております。 

○北林委員 すみません、素人なので、面的には寄与しているということがどういうことなのか、

具体的にお願いします。 

○福島河川国道事務所長 具体的には、つまり今、並行現道、右側の紫の部分しか通っていませ

んが、実は西道路とこの４号、１３号に囲まれた区間、あるいは西側の外側の区間の交通が

今までそこを通っていたものが、より便利になった西道路のほうに交通が伸びるようになっ

ています。ということは、そうしたその他の道路の交通量が減るということは、それに伴い

まして、そちらの事故は減少しているというふうに思われますので、そういった効果がその

他の細い道路でも見受けられているのではないかと。そのデータが今ここに反映されていな

いということでございます。 

○北林委員 わかりました。 

○平山委員長 いいですか。ほかに。成田委員。 

○成田委員 先ほどの青森のところを思い浮かべながら、まちづくりと道路というところでお話

を伺っておりました。この西道路ができたことによって、例えば福島市内のバス路線が変わ

って、まちづくりの一つとして市民の便益が増えたといったようなことがもしおありになれ

ば教えていただきたいなと思います。地図を拝見すると、この赤い路線にとったところを移

動される方がもし鉄道ではなくてバスを使って移動されることが非常に便利になったのであ

れば、そういったことも織り込むと、より効果が高かったのかなと思うところでございます。

よろしくお願いいたします。 

○福島河川国道事務所長 実はバス通り、バスにつきましては、この西道路は通っておりません。

したがいまして、バスに関してはそういったご指摘の効果は今お示しできないところであり

ますけれども、ただ、通過交通、ある程度長い交通はこの西道路に乗るようになり、利便性

が高まる、あるいは西道路、発展という意味合いでは商業施設の立地などが進んで、地域活
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性化に大きく貢献した、そのような効果はあるというふうに考えております。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○成田委員 ありがとうございました。 

○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。 

○河野委員 事後評価を何するかというところなんですけれども、事後評価は事前評価をしたも

のに対して評価が適切だったかということを確認することが費用便益分析の立場から見ると

一番の理由です。費用便益分析から言うと、もう既に終わっているので、事後評価自身は事

業の見直しにつながらないので必要がありません。しかし、なぜやるかといったら、事前評

価が意味あったかどうかという確認ということになります。今回１２ページを見てみますと、

まず事業費に関しては安くなっている。ということは、高めに見積もってしまっていたとい

うことが一つ言えます。あと交通量に関しては若干高めに推定していたということが言えま

す．私から見るとこのぐらいの誤差は仕方がない、あるいは適切だと思うんですけれども、

対応方針のところに、何を今後すればいいかということだけではなくて、事前評価が適切だ

ったかどうかということについてのコメントを入れるべきではないかなと思います。つまり

フォーマットとして見直しは必要ないのでしょうか。 

○道路計画第一課建設専門官 ただいまご指摘いただきました件でございますけれども、まず参

考的なデータとしまして、現在、費用便益比２．１ということで記載させていただいており

ますけれども、これにつきましては現在時点でＢ／Ｃを算出すれば２．１というところでご

ざいます。前回、再評価したのが平成２０年度でございますけれども、前回再評価時点での

Ｂ／Ｃは１．８ということで若干伸びています。これにつきましては、交通量が３万６，０

００から３万８，０００台に増えていることに起因しているというところでございます。 

  委員のほうからご指摘ありました対応方針（案）の書きぶりでございますけれども、私ども

としては当初の事業目的に対しましてどういう効果が具体的に発現しているかというところ

をまず資料の中でご説明をさせていただいたつもりでございます。今後何か改善する必要が

あるのか否かというところに関しましては、現時点ではないのではないのかなと。例えば、

先ほどの郡山のようにまだ現道に何らかの課題があるといったような場合は当然記載しなき

ゃいけないんではないかなと思いますけれども、今のところそんなことで考えているところ

でございます。 

○河野委員 私もこのプロジェクトに対してはないと思いますけれども、フォーマットとして例

えば８番として、事前評価についての見直し、事前評価が適切だったかどうかということの
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項目があってもいいのではないかなと思います。それについてのコメントを必ず書くように

するといいんではないかなと思います。 

○平山委員長 わかりますか、この評価だけでなくて、その事後評価を何でやるかという、幾つ

かの項目ありますよね。それに対する答えをきちんと書いたほうがいいだろうということで、

これまでやった評価が正しかったというのも事後評価の一つの目的になっているということ

で、ちょっと検討してもらいたいと思います。 

  それから、先ほど成田委員からありましたように、あのようなまちづくりとの関わりみたい

なものも効果として挙げてもらうと非常に我々にとってはわかりやすいから、そういうのも

検討していただけませんでしょうか。 

○道路計画第一課長 承知しました。ただ、仮に何か今回の事後評価を踏まえて改善しなきゃい

けない点があるというふうに判断される場合には、我々としては７番の対応方針のところに

書くということで整理をするつもりでおりますので、それはちょっとまたあえてそういった

項目で追加するかどうかについてはまた検討させてください。 

○局長 ７番の表現の仕方でちょっと検討すればいいかなと思いますので、事業当初の目的に対

してオーケーだったというので済んでいるかなというのが多分事務局の判断で、事業当初の

目的に対し、目的ではなくて評価も含めてというようなことを何か表現できれば対応可能か

なと思います。また検討させていただきたいと思います。 

○平山委員長 評価方法自体の見直しというのも事後評価の目的に入っていますので、それが全

然問題ありませんということだけでも結構だと思いますけれども。 

○遠藤委員 対応方針やその他の話について全く異議はございません。今までいろいろ道路事業

をやってきた場合に、当初の予算よりも膨らんでしまった場合が多いのですが、今回の場合

みたいに少なくなったということがあるということで、逆を言えば国土交通省がしっかりと

コストダウンやるときはやるんだなということをお示しになってよかったと私は思っており

ます。 

  それから、教えていただければありがたいのですが、計画交通量は、例えば事後評価時３万

８，０００台と、実測は３万４，０００台ということで、基本的には評価時の計画交通量と

いうのはどういうふうにして出されるんですか。実測は何となくわかのですが、２０年と２

６年の差は２，０００台とどのようにして出てくるものなのか。そのことを教えていただけ

ればありがたいんですが。 

○道路計画第一課建設専門官 将来交通量につきましては、まず平成４２年の将来交通量という

-17- 



ことで、あくまでも推計という形で出させていただいております。将来交通量の推計方法に

つきましては、将来の人口あるいはＧＤＰの伸び、あるいは自動車の保有台数、そういった

ものの将来の予測をしまして、そういったものから交通量を出しているというところでござ

います。前回の３万６，０００台、それから今回３万８，０００台ということで２，０００

台ほど変化してございますけれども、これにつきましては将来交通量を推計する際の道路ネ

ットワークの考え方が平成２２年度に変わってございまして、簡単に言いますと、平成２２

年以前は我々フルネットと言っておりますけれども、まだ事業化になっていない計画段階の

ものでも道路ネットワークとして見込んで将来交通量を出しておりました。それが、平成２

２年以降、現況ネットということで実際あるもの、それから事業化しているもののみのネッ

トワークで将来交通量を出しているということで、交通量が若干変わっているというところ

でございます。 

○遠藤委員 ありがとうございました。 

○平山委員長 はい、どうぞ。 

○浜岡委員 よろしくお願いします。今回の３事業全て、どちらかというとバイパスのような使

われ方をするという道路ではないかと思います。バイパスですから、中心部を走行する交通

をいかにバイパスに誘導できるかというところが重要なポイントになると思います。そうい

う視点で見たときに、利用者の立場で考えますと、バイパスのほうが距離は長くなると思わ

れます。ですが、走行速度が速いからそちらを使おうというふうになると思うんですね。そ

ういう意味で、今、交通量という視点で多く議論されていましたが、走行速度という視点も

重要ではないかと思います。そのあたり、今回、評価の視点には入っていないことかもしれ

ませんが、速度がどうであったか教えていただきたいことと、あとそれが永続的に変わらな

いで、同じ高い速度を維持できているかについても、今後の見通しを含めて教えていただき

たいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○道路計画第一課建設専門官 資料１になりますけれども、郡山バイパスを見ていただきたいん

ですけれども、ページでいきますと５ページでございます。浜岡委員ご指摘のように、今回、

旅行速度という指標を使ってございません。ただ、旅行速度と同じように通過時間という指

標を使っておりまして、似たような意味合いだと思います。６ページの右下のところに混雑

時の通過時間の変化ということで書かせていただいておりますけれども、以前約４０分かか

っていたものが現在、郡山バイパスを使えば２０分で、半分で行けるようになったというふ

うに、旅行速度ではなくて、今回は通過時間という形で出させていただいております。 
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○浜岡委員 ありがとうございます。郡山バイパス、あと青森環状道路はどちらもそういう意味

で時間は書かれていましたが、福島西道路のところだけがたまたまなかったということでし

て、そういうデータもお示しいただければ良いと思いました。 

  あと、特に青森環状道路では冬季の旅行速度を示してくださっていますが、やはり東北地方

って冬雪が降るというのは非常に大きな環境の変化ですので、夏と冬でどう変わっているか、

もしくは冬でもしっかりと高い速度が維持できているかどうかというところも、今の道路が

しっかりと使われているかどうかという意味での評価の視点になるかと思いますので、そう

いうデータももしありましたら今後示していただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○道路計画第一課建設専門官 承知しました。冬季あるいは夏季の違いなど、青森環状道路のよ

うにこういったようなデータもお示ししながら対応していきたいと思います。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

  これはちょっとこの事業の判断とは違うんですけれども、福島とか郡山とか青森とか、そう

いう大きなまちは地域自体がきちっとした計画を持って振興を図っているので、道路をつく

ると非常に相乗的な効果が出るんだと思いますけれども、例えば復興道路みたいなところ、

ああいう地域ではなかなか市町村がそこまで大きな力を発揮して振興にあたれないと考えら

れます。なかなかそういう余力を持てないんだと思うんです。ですから、そういうところに

関しては、整備した国の側から、もう少し何かそれを支援するような動きというのはできな

いものかなと考えます。あるいは県に何か指導を強めるとかですね。三陸沿岸のところは、

連携ということで言うと非常に連携しづらい地域柄なんです。せっかく道路をきちっとイン

フラ整備しても、それをうまく活用できるかというのは非常に心配なところがあるので、そ

ういうご支援について、国の方でお考えなのかということをちょっとお聞きしたいと思うん

ですが。 

○道路部長 道路部長の川﨑でございます。今、委員長ご指摘のように、復興道路・復興支援道

路については、これらの事業を円滑に進め、それを被災地の早期復興に活用するためにとい

うことで、トップは私共の局長や知事がメンバーになっております復興道路会議という組織

を持っております。その中で、実務は私ども、あるいは自治体の副市長さんクラスがメンバ

ーになりまして、これまではどちらかといいますと計画的に事業を進めるというところに軸

足を置いて、用地買収の仕方の工夫とか、あるいは文化財の発掘をどう進めるかというとこ

ろに軸足を置いて調整をしてきましたが、この会議は今後復興に向けてこの道路をどう活用
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していくのかということを議論する場でもありますので、やっとそういうことをそろそろち

ゃんと議論していく必要があるフェーズになってきておりますので、そういう場を活用して

いかにこの復興道路を使って地域の復興あるいはまちづくりに活かしていくのか、そういう

議論をしていく必要があるのかなというふうに思っているところであります。 

○平山委員長 ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。 

  ほかに何かございませんか。それでは、ないようでございますので、一般国道１３号福島西

道路につきまして、対応方針（案）のとおりお認めをいただきたいと思います。よろしいで

しょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。お認めいただいたというふうにさ

せていただきます。 

  続きまして、営繕事業の事後評価について審議を行いたいと思います。それでは、盛岡第２

地方合同庁舎について説明をお願いしたいと思います。 

○技術・評価課長 それでは、資料５をご覧ください。営繕事業の盛岡第２地方合同庁舎整備等

事業についてご説明いたします。表紙をお開きください。 

  １ページをご覧ください。事業の目的と概要についてご説明いたします。本事業の目的は、

盛岡市内の老朽、狭隘などの問題がある庁舎を集約しまして、合同庁舎として整備すること

により、庁舎に求められます機能と性能を確保するとともに、国有財産の有効活用を図るこ

ととしております。 

  ページ右側の写真の黄色い引き出し線がありますが、既存の官署になります。赤が合同庁舎

になっております。左側の事業概要にありますとおり、合同庁舎は鉄骨鉄筋コンクリート造、

地上６階、延べ面積１１，３００㎡の建物です。 

  ２ページになりますが、官庁営繕事業の評価の視点をまとめております。①の事業計画の必

要性は、老朽、狭隘などの観点で事業が必要な状況にあるかを検証します。②の事業計画の

合理性は、本事業を既存庁舎の課題を解消できる代替案と経済比較し、合理性があるかを検

証します。③の事業計画の効果は、法令や基準への適合など、業務を行うための基本機能の

観点と、まちづくり、環境配慮、ユニバーサルデザインなど、施策に基づいた付加機能の観

点から、効果を発揮しているかを検証しております。 

  ３ページ目になりますが、事業計画の必要性です。入居官署ごとの既存庁舎における課題は

表のとおりです。老朽、狭隘などの状況は新規採択時評価の時点と変化なく、事業の必要性

はあったと確認できます。 

  ４ページ目です。事業計画の合理性です。老朽に対しては改修、狭隘に対しては増築など、
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今回の事業計画と同等性能を確保する代替案と経済比較した結果、今回の事業のほうが予算

上合理性があると認められます。なお、事業計画には解体費用も含んでおります。 

  ５ページ目になります。事業計画の効果のうち、業務を行うための基本機能についてまとめ

ております。位置、規模、構造の分類ごとに評価でき、業務を行うための基本機能を有して

いると確認できます。 

  ６ページ目になります。施策に基づく付加機能のうち、まちづくりとの連携についてです。

盛岡駅西口地区まちづくり懇談会での意見や、盛岡駅西口地区計画を踏まえて整備を行いま

した。 

  ７ページ目になります。環境保全の取り組みについてです。省エネルギー効果の高い機器を

採用したり、屋上緑化や太陽光発電設備の設置を行っております。なお、１次エネルギー消

費量は既存の同規模のほかの庁舎と比較して、かなり削減されております。 

  ８ページ目になります。ユニバーサルデザインの取り組みです。各階に多機能トイレを整備

するなどしております。また、工事中と完成後にユニバーサルデザインレビューを行い、関

係者のご意見をいただいております。 

  ９ページ目になります。防災の取り組みについてです。耐震安全性については、大地震発生

時の安全性確保と行政機能確保に対応しております。また、大雨による浸水を想定しまして、

１・２階を駐車スペースとしたほか、執務室や電気室を上階に配置しております。 

  １０ページ目になります。耐用性、保全性の確保についてです。事務室は自由なレイアウト

変更が可能なフレキシビリティーを確保しております。 

  １１ページ目になります。建物を総合的な環境性能を評価する仕組みであるＣＡＳＢＥＥの

結果をまとめました。Ａ評価となり、大変よいとなっております。 

  １２ページ目になります。顧客満足度調査の結果をまとめました。職員と一般の利用者に対

して、昨年７月にアンケートを実施しました。顧客満足度調査の全国平均と同等の結果が得

られております。 

  最後になりますが、１３ページ目に対応方針（案）を記載しております。以上のご説明を申

し上げたとおり、事業計画の必要性、合理性、効果が確認できますので、事業の目的は達成

していると判断できるため、再度の事後評価及び改善措置の必要はないと考えております。 

  以上で説明を終わります。 

○平山委員長 ありがとうございました。盛岡第２地方合同庁舎は、駅裏（盛岡駅西口）に一昨

年、建った建物でございます。私は行ったことがないような役所ばかりなので、一般市民か
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らいうと、あまりなじみがないですし、この営繕事業自体が入居している機関の行政機能を

高めるというのが第一義の目的になっているので、あまり何がメリットになったのかという

のは非常に把握しづらいんですけれども、三本柱で事業の必要性、合理性、効果ということ

でご説明をいただいたわけでございます。 

  何かご質問ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○九戸委員 １２ページ、一般利用者の地域への貢献のところで、前回よりもほんの少し落ちて

いる。一体何を聞いてこういうふうな結果になったのか。推察できるのは、まちなかという

か、場所が離れたところに移動したので、そのことが影響したのかとも思いますし、地域へ

の貢献というのが、商店街との連携ですとか、そういうことを言っているのか。どういうこ

とをお聞きになったのか教えていただければと思います。 

○技術・評価課長 資料５－２の最後のページに実際のデータを載せておりますけれども、その

一番下のほうに、職員と一般利用者の地域への貢献というのがございまして、その合同庁舎

がその地区にできたことによる貢献度を聞いたわけで、抽象的な聞き方でございますけれど

も、そういう聞き方をしております。ですので、回答のない部分もございます。景観とかそ

ういう建物の存在を聞いております。 

○遠藤委員 この合同庁舎は駅の西側ですね。駅裏とおっしゃったけど、アイーナというのがあ

って、その西のほうですね。ここは、駅から歩いてそんなに時間かからないと思うんですが、

今まで街中にあった、それぞれ分散していた事務所を一つにまとめて、建物としては立派だ

し、入ってみればそれは立派なんだけれども、ひょっとしたら何かあんまり立派すぎて行き

づらいと思っている人もいるのかなと思いました。駐車場とかバス停とかそういったものが

近くにあるのでしょうか。それともこれから整備するとか、そういう見通しがあったら教え

てもらえばありがたいんですが。 

○技術・評価課長 本資料の５ページを開いてください。一応、今、先生が言われたように、駅

の西口から約５００メートルの位置にありまして、徒歩で６分程度のところですので、利用

者には利便性が向上したと考えております。駐車場についてでございますけれども、この建

物に５２台の駐車場がありまして、１日平均２５０台の利用があると聞いております。利用

者には利便性が向上したと考えております。 

○遠藤委員 これから発展するということですね。 

○営繕部長 そうですね、周りには空き地がたくさんございますので。 

○遠藤委員 要するに、もうちょっと地域が充実してくれば、もっともっと評価がよくなるとい
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うふうに私は思っていいのではないかなと思っているんですが。 

○営繕部長 はい、そう期待しております。ただ、ここにおいでになる方が法務局であれば主に

司法書士の方であったりとか、業務に直接関係のある方であるということで、先ほど委員長

おっしゃいましたとおり、全く普段あまり関係のない方は必ずしもこちらに行かれることは

そうはないという状況でありますけれども、まちが発展するにつれて業務上おいでになる方

も増えてくるのかなというふうには期待しております。 

○平山委員長 全然知らない人が見ると、何か丸ついていたりバッテンついていたり、それだけ

で評価しているのか、それがどういう意味を持つのか、何とかの指数が１．８だとこれはど

ういうことを意味しているのか、そのあたりの実感がさっぱり湧いて参りません。その背後

にいろんな資料は積み上げておられるんだと思いますけれども、そのあたりもう少し、実は

こういうことがあるんだということをご説明願えませんでしょうかね。 

○技術・評価課長 本資料においては丸等で表現されておりますけれども、効果の発現について、

５－２の資料の３ページを開いてください。こちらのほうで、発現状況について、業務を行

うための基本機能の評価指標について、１．１から０．５にありまして、その中でどの位置

にあるかという、客観的に見ております。さらに４ページになりますけれども、発現の中で

施策に基づく付加機能に関する評価指標としまして、社会性、環境保全性、機能性、経済性

について各項目に対して取り組み状況の把握を定性的なものをなるべく定量的に評価してお

ります。このような形で、人による差はないような形としております。 

  以上でございます。 

○平山委員長 成田委員、いいですか。 

○成田委員 はい。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

○河野委員 １個だけ疑問なんですけれども、資料５－２の１ページの一番上のところの事業計

画の必要性に関する評価指標として、狭隘のところに大きな点がついていて、狭隘だからや

りたいということだと思うんですけれども、そう書いていますね。今回このアンケートの結

果を見ると、アンケートの結果がこの資料の５ページの仕事スペースのところで不満が多い

んですね。これ、大丈夫でしょうか。解決していないんじゃないかと。 

○技術・評価課長 最初の狭隘のところですが、面積、人に対する面積換算をしまして、最後の

ページのところは役所ごとに机の配置とか書類の関係が多いものですから、１官署にちょっ

と不満が多く、それがアンケートで出てきてしまったというのが本音でございます。必要面
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積に対する面積は確保していますけれども、その執務空間のつくり方で各官署の業務形態に

よって、そこが出てきたという状況でございます。 

○平山委員長 どうぞ。 

○北林委員 今のお話と関連しますが、以前の状況を見ると、これはもう当然新しくしなければ

いけないだろうと思うのですが、引っ越す前の状況がひどいほど、１２ページの職員の総合

満足度のグラフでは、少なくとも青線と赤線は重なるべきものと思います。しかし、むしろ

赤線の状態が以前よりも評価が下がっているところが不思議ですが、これはなぜなんでしょ

うか。 

○技術・評価課長 １２ページのところの青線については、この施設の以前の評価ではなく、全

国の平均値になっております。平成１６年から２４年の全国の平均に対して、この盛岡第２

地方合同庁舎がどう位置したかという形の評価になっておりまして、以前と今の評価ではご

ざいません。先ほど言いましたように、全施設平均に対して同等の結果が得られたと。その

中の満足度が青に対して低いから悪いというわけではない評価になっております。わかりづ

らくすみません。 

○北林委員 ちょっと食い下がるようで申しわけないですが、そういうことであれば別にこのグ

ラフを入れる必要はないのではないかと思うんですね。それと全施設というのは、国のこう

いう庁舎全部ということですか。 

○技術・評価課長 沖縄から北海道までの施設の全国の平均になっております。新築とか増築と

か、大規模な施設に対するアンケート結果を東京のほうで集計しておりまして、それに対す

る東北の盛岡の庁舎がどの位置にあるかという評価を出しておりまして、先生は要らないと

おっしゃいましたけれども、その中でどういう位置にあるかという見る視点、評価として客

観性があるということで出しております。 

○北林委員 はい、わかりました。 

○営繕部長 若干、補足説明いたしますと、営繕事業の趣旨としまして、全国的に一定の水準の

執務空間を確保するということがありまして、どこか特段に非常にいいとか悪いとか、そう

いうことにならないようなるべく同じような水準のものにするとが目標なわけでございまし

て、そこを確認しているということです。ですので、委員がおっしゃいましたとおり、従前

と比較した情報を聞いてもよかったのかもしれませんけれども、もしそれがありましたら、

例えば執務室なんかは随分差が出てくるのは間違いないと思います。 

○遠藤委員 あまりこれとは直接関係ないんですけれども、環境に優しいとか負荷を少なくする
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というのは非常に大事だと思います。ただ、役所に行くと結構、夏暑いんです。何かそんな

気がするんです。ですから、公務員の人も快適にお仕事できるように、もし不満があったら

なるべく改善するようにしてあげたらいいのかなと思っています。以上です。 

○営繕部長 整備上の課題と、あとは運用上の課題もございまして、やはり２８℃設定で運用し

なさいという方針が政府全体としてあるものですから、そのあたりも含めて考えていく必要

があるのかなとは思います。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

  従来の事業とちょっとやり方が、進め方が違うので非常に戸惑うわけですけれども、何年か

前にこの評価の方法を検討されて改定になっていますけれども、今皆さんから出ているご意

見を総括すると、こういう改善の検討をやめないで、もう少しわかりやすい評価方法を工夫

してほしいと、そういう検討を進めてほしいと感じましたけれども、いかがですか。 

○営繕部長 今回も事前のご説明等を含めまして、なるべく可能な限り数字化した形で見せると

ころは見せたほうがいいというご意見をいただいていますので、その点については資料のつ

くり込みも含めまして検討してまいりたいと思います。 

○平山委員長 確かに全国のいろんな地方のいろんな役割を持った省庁の建物の営繕工事を国交

省がやっているわけで、基準の面積でいったって省庁によって違うわけですよね。ですから、

このように平均を出すことが本当に意味があるのかどうかということも含めて、少しわかり

やすい、我々が判断しやすい、よくなったんだということを実感できるようなつくり方とい

うのはもう少しまた今後も引き続き検討をお願いしたいと思います。 

  そんなことで、対応方針につきましてはそこに書いておりますように、案のとおりでよろし

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、これにつきまし

てはお認めいただいたということにさせていただきます。 

 

４．報 告 

○平山委員長 ４番の報告事項に入ります。審議終わりましたので、本日は河川関係の事後評価

の報告が３件ございます。 

  まず、雄物川下流特定構造物改築事業、北上川上流特定構造物改築事業、阿武隈川水防災対

策特定河川事業、３件を一括してご説明いただきまして、一括質疑ということにさせていた

だきます。簡潔な説明をお願いいたします。 

○河川調査官 河川部より、３事業について報告いたしたいと思います。 
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  資料６－１というものと、参考資料ということで６－２というものがございます。まず、各

事業の概要につきまして、資料６－２の参考資料のほうでご説明をしたいと思います。 

  まず、表紙をおめくりいただきたいと思います。３事業の位置図がございます。まず最初の

雄物川下流特定構造物改築事業、これは秋田県秋田市で新屋水門という水門がございますけ

れども、これの改築事業になっております。次に北上川上流特定構造物改築事業、これは岩

手県平泉町のＪＲ東北本線の衣川橋梁のかけかえの事業になっております。最後の阿武隈川

水防災対策特定河川事業、これは宮城県丸森町、また福島県伊達市の梁川地区、こちらで行

った事業になっております。 

  次おめくりいただきまして、２ページになります。雄物川下流特定構造物改築事業（新屋水

門）の改築事業の概要でございます。この新屋水門、これは雄物川の治水能力を抜本的に向

上させるために、昭和初期に雄物川放水路というものが整備されております。この全体平面

図で雄物川というふうに矢印が書いてありますけれども、これが設置されました。このとき

に洪水が、この細いほう、上のほうにありますけれども、旧雄物川に洪水が流入するのを防

ぐために、昭和１５年に設置された水門になっております。設置後約７０年経過しまして老

朽化が著しくなってきたということで、専門家の調査を行った結果、基礎の空洞化等、構造

物の支障が確認されたために改築を行ったものでございます。 

  事業箇所は秋田市茨島地内。事業期間、平成１９年から２１年度の３カ年で事業を完成させ

ております。全体事業費は約１１億円。これは新規採択時の計画額と同額になっております。

事業効果は、この新屋水門の改築により、水門箇所での破堤氾濫の危険度が軽減されること

をメリットといたしまして、資料のように浸水戸数７６戸、浸水面積３７ヘクタールの被害

防止が図られるという想定をしております。また、水門改築にあわせまして、秋田市道の拡

幅整備がなされました。道路利用者の安全が確保され、交通混雑の緩和がなされております。 

  おめくりいただきまして、３ページでございます。北上川上流特定構造物改築事業です。先

ほど申しましたけれども、平泉町にございますＪＲ東北線衣川橋梁のかけかえ事業となって

おります。 

  当地区、平成１４年７月の洪水で浸水戸数１６戸、浸水面積約１８０ヘクタールの被害が発

生しております。このときは国道４号が約１９時間全面通行止めになったり、あるいは東北

本線の運行規制がひかれ、交通網の大きな影響が出ております。この旧ＪＲ衣川橋梁でござ

いますけれども、桁下の高さが不足しており、洪水の流下の阻害等になっておりました。こ

の平成１４年の洪水を契機に、ＪＲ衣川の橋梁のかけかえ、あるいは堤防整備と一体となっ
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て当地区の河川整備を行ったものでございます。 

  この事業につきましては、事業期間が平成１５年から２１年の７年間、全体事業費、計画時

は約６５億円、最終的には約１０７億円になっております。この事業、ＪＲからアロケーシ

ョンということで費用負担を求めた工事になっておりますが、この約１０７億円というのは

国交省が負担したものになっております。 

  この橋梁のかけかえ等、一連の堤防整備の結果、この１４年の後、１９年に洪水が発生しま

したが、このときは外水氾濫は解消されております。 

  おめくりいただきまして、次４ページでございます。阿武隈川水防災対策特定河川事業でご

ざいます。これは、阿武隈川の宮城・福島県境付近、阿武隈渓谷がありますけれども、これ

まで堤防がなかったことから、たびたび洪水の浸水被害が生じておりました。特に、これも

平成１４年７月の洪水でございますけれども、写真のように家屋等の浸水被害が発生してい

まして、これを契機としてこの事業が採択されております。事業箇所は先ほど申しましたけ

れども、宮城県丸森町から福島県伊達市の一連区間となっておりまして、事業期間は平成１

５年から２１年の７年間。総事業費は計画時約６０億円、最終的には約５７億円となってお

ります。 

  本事業は、住宅地での輪中堤の整備、あるいは宅地のかさ上げ等によって浸水被害の防止を

図るものでございます。計画高水位規模の洪水に対して、事業実施前には６４戸の家屋被害

が発生しておりましたけれども、この事業により解消されております。 

  以上が３事業の概要でございます。 

  続きまして、資料６－１に戻って、評価のほうの説明をしたいと思います。資料６－１の２

ページ、２枚めくっていただきまして、２ページになります。３事業とも、まず雄物川につ

きましては雄物川水系河川整備学識者懇談会、北上川につきましては北上川水系河川整備学

識者懇談会、阿武隈川につきましては同じように阿武隈川水系河川整備委員会にてそれぞれ

審議をいただいております。それぞれＢ／Ｃ、上から２．９、１．９、１．１となってござ

います。 

  また、流域での委員会、懇談会での審議結果の意見につきましてはこの右側にございます。

雄物川につきましては、改善措置及び今後の事業評価の必要はないという意見をいただいて

おります。 

  北上川につきましては、同じように改善措置及び今後の事業評価の必要はないと。ただ、な

お今後新規の同種事業を立ち上げる際には、事業費、便益、事業範囲等の設定条件の精査及
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び費用対効果分析の手法について精度を上げる検討を続ける必要があるという意見をいただ

いております。これは、先ほども申しましたけれども、ＪＲとの費用アロケーションがある

ということ、あるいは地質調査の結果、事業費が増加した、こういったことが懇談会の委員

の方々からご意見をいただいて、このような意見に至ってございます。 

  最後の阿武隈川につきましては、これも改善の措置及び今後の事業評価の必要はないとの意

見をいただいております。 

  ３ページ、４ページは新規の詳細の総事業費とか事後評価の視点等、詳細に記載しておりま

すけれども、本日は時間の関係で割愛させていただきたいと思います。 

  以上で、河川関係に関する報告を終わります。 

○平山委員長 ありがとうございました。新屋水門、北上川の衣川橋梁、阿武隈の丸森・梁川地

区の水防対策、３件でございますが、それぞれ地域の懇談会、委員会で対応方針としては対

応の必要ないという結論が出ているという報告でございます。 

  何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○河野委員 阿武隈川についてですけれども、こういった川のすぐそばに人が住むと堤防をつく

らなくてはいけなくなって、かえって堤防をつくるコストが高いということが想定された場

合には、そこの地区について立地規制なんかをあらかじめかけたりしますよね。今回のこの

６０戸とかそういうところは立地制限をかける必要がなかった地区と判断されていたのか、

それともそれをかける前から住んでいたのか。 

○河川調査官 １４年のこの洪水を受けまして、規制をかけております。それで、一連堤防で守

るよりも、ここは戸数が少ないので、今回ちょっと特殊な手法なんですけれども、宅地をか

さ上げして家屋がつからないようにするとか、あるいは一部の集落を輪中で囲んで守るとか、

そういった手法をとった河川整備の事業になっております。 

○河野委員 今、阿武隈川の河川にそって、まだ立地していないところについてももう立地規制

をかけたんですね、今回。立地しそうなところに。 

○河川調査官 このエリアについては。 

○河野委員 エリアについて。はい、わかりました。 

○平山委員長 よろしいですか。それでは、ないようでございますので、報告についてご了承い

ただいたということにさせていただきまして、本日の審議事項、報告事項、以上で終わりで

ございますが、審議結果の取りまとめがございますので、１０分程度休憩をとりたいと思い

ます。 
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     〔休 憩〕 

○平山委員長  

  本日の結果の取りまとめを確認したいと思います。事務局、よろしくお願いします。 

○司会 お手元に議事概要のまとめを配付させていただきましたので、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。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 

  ・道路関係事業 事後評価 審議結果 

一般国道４号郡山バイパス 

一般国道７号青森環状道路 

一般国道１３号福島西道路 

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。 

    ・今後、対応方針案に事前評価の妥当性に関する評価についてコメントを加えることを

検討。 

・円滑な走行速度や冬季走行性の確保の観点からの評価も検討。 

  ・営繕事業 事後評価 審議結果 

盛岡第２地方合同庁舎 

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。 

    ・事業評価にあたって、事業の妥当性を判断しやすい評価手法の検討を進めてもらいた

い。 

  ２．委員会報告事項について 

  ・事後評価報告 

雄物川下流特定構造物改築事業（新屋水門） 

北上川上流特定構造物改築事業（ＪＲ衣川橋梁） 

阿武隈川水防災対策特定河川事業（丸森・梁川地区） 

以上について雄物川水系河川整備学識者懇談会、北上川水系河川整備学識者懇談会、阿武隈

川水系河川整備委員会による事後評価の審議結果報告があった。 

-29- 



  以上でございます。 

○平山委員長 何かございますか。よろしいでしょうか。 

  それでは、ご意見ないようでございますので、先ほど読んでいただいた文のとおりまとめた

ということにさせていただきます。 

  それでは、本日の議事につきましては以上でございます。ありがとうございました。 

 

５．閉 会 

○司会 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。 

  それでは、本日最後となりますが、今年度をもちまして６年の委員任期満了のため九戸委員

がご退任されますので、ご挨拶をいただきたいと思います。九戸委員、よろしくお願いいた

します。 

○九戸委員 ６年間、本当に大変お世話になりました。 

  事業を厳しく評価するという立場よりも、むしろ県内の２０万都市同士が高規格道路で結ば

れていない唯一の県として、地方の声がちゃんと反映されているかという視点で、応援とか

要望とか推進という気持ちのほうが大きかったと思います。会議に出るたびに、他の委員か

らの、「えっ、そんなところまで見るの？」という視点の違いに目から鱗の気持ちが大きか

ったです。 

  ６年間で価値観が変わる２つの出来事に出会いました。１つは大震災です。大震災のときに

は国交省の地方整備局が本当に司令塔の役目をしたというのを目の当たりに見せていただき

ました。もう一つが政権交代です。ある意味一番とばっちりを受けた、影響を受けたのが国

交省だったと思います。評価手法や期間など、件数もふえた時期もございましたし、何より

も今でも心配なのはあのダムをあれほど減額したので、どうなったんだろうかという思いも

ございます。 

  ６年間で貴重な経験をさせていただきました。ワーキングや視察など、普通の一般の人では

なかなか見ることのできない現場をたくさん見せていただきました。一般の市民、県民にと

っては道づくり、国土づくりがどのようにできていくのかは全く人ごとのようで、新聞の完

成報道を見て初めて知るという思いだと思います。この経験を生かして、できるだけ通訳の

立場というか、普通の方に伝えられればいいという思いで、新聞ですとか講演の際に話題を

挟んでいくをしたいと思います。大変お世話になりました。ありがとうございます。（拍

手） 
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○司会 九戸委員、６年間本当にありがとうございました。お疲れさまでございました。 

  また、委員の皆様方におかれましても、１年間本当にありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、平成２６年度第４回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いたしま

す。お疲れさまでございました。 

   

-31- 


