
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２７年９月１０日（木曜日） 

    １３：００～１４：３０ 

場 所：東北地方整備局 二日町庁舎（大会議室） 
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１．開 会 

○司会（地方事業評価管理官） それでは、ご案内の時刻となりましたので、ただいまから平成

２７年度東北地方整備局第１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。 

  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。お手元の資料の上に配付一覧表をつけて

おりますが、１枚めくっていただきまして、本日の会議の次第、そして出席者名簿、配席図、

本日の議題の道路事業対象箇所図、続きましてＡ３横で資料１、そしてＡ４縦のそれぞれホ

チキスどめしてあります資料２、３、続きましてＡ３横の参考資料１、最後にＡ４横の参考

資料２ということになっております。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、伊藤委員、奥村委員、成田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させていただきます。 

  ここで、７月３１日付と９月１日付で東北地方整備局幹部職員に人事異動がありましたので、

異動のありました幹部職員を紹介させていただきます。 

  川瀧局長でございます。 

○局長 川瀧です。よろしくお願いします。 

○司会 笹川総務部長でございます。 

○総務部長 笹川でございます。よろしくお願いします。 

○司会 鈴木企画部長でございます。 

○企画部長 鈴木でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○司会 畠山河川部長でございます。 

○河川部長 畠山でございます。よろしくお願いします。 

○司会 山田道路部長でございます。 

○道路部長 山田でございます。よろしくお願いします。 

○司会 西澤営繕部長でございます。 
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○営繕部長 西澤と申します。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。 

 

２．挨 拶 

○司会 初めに、委員会の開催に当たり、川瀧局長からご挨拶を申し上げます。 

○局長 改めまして、整備局長の川瀧です。よろしくお願いいたします。 

  今日は、大変お忙しい中、また雨の強い中、委員会の方にご参集いただきまして、大変どう

もありがとうございます。 

  私、７月３１日付でこちらに参りましたけれども、２年前までここの道路部長をやっており

まして、ちょうど東日本大震災の対応などをやっておりました。その頃からこの委員会の皆

様方には大変ご指導、ご鞭撻いただいていることを改めて感謝を申し上げたいと思います。 

  ２年間は国土交通省の観光庁というところにいまして、観光、国内観光とかインバウンド、

外国人がたくさん増えていますので、そこら辺の対応をしておりました。ちょっとまた毛色

の違ったことをやっておりました。 

  この委員会は、言わずもがななんですけれども、我々がインフラをいろいろ整備管理するた

めには国民の皆さんにしっかりと説明しながらやっていかなければならないということで、

非常に大事であると思ってます。そういう意味で、この委員会におかれましていろんなチェ

ックなりあるいはアドバイスをしていただくということで、大変大事な委員会だと思ってお

りますので、引き続き皆様方のご指導を賜りますことをよろしくお願いしたいと思います。 

○司会 それでは報道関係の方にお願いいたします。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。 

○平山委員長 それでは、これから審議に入らせていただきます。 

  今日もまたよろしくお願いしたいと思います。また、川瀧局長には再登板ということで、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

  特別警報というのが２５年にできたばかりですが、毎年発令されている。何か気象が少し変

動期に入っているような気もするので、ますます我々の仕事が大切になってくると思います

ので、よろしくご意見をいただきたいと思います。 

  それでは、今日も通常のように進めてまいりますが、説明のポイントを押さえて効率的な議
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事の進行にご協力をいただきたいと思います。 

 

３．審 議 

○平山委員長 それでは、本日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、選定結果と審議のポイントについて、

事業選定委員の遠藤委員から説明をお願いいたします。 

○遠藤委員 道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループを７月３０日に開催いたしまし

て、平山委員長、伊藤委員、浜岡委員と私の４名で検討を行いました。 

  私のほうから選定結果についてご報告をさせていただきます。 

  選定結果ですが、今回は道路事業の再評価として６事業が対象となっております。検討の結

果、６事業とも要点審議事業として選定いたしました。 

  選定理由としまして、６事業とも前回評価時点から事業計画や事業費の大きな変化が生じて

いないということでございまして、事業評価の重点化方針というのがございますけれども、

これに基づきまして６事業とも要点審議事業として審議することにしたものでございます。 

  報告は以上です。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  今回は要点事業ということで６件の事業が上げられておりますが、たまたま今回は要点事業

だけに偏ってしまいました。実はまだ道路事業が幾つか残っておりまして、震災関係のとき

にスタートした事業が今年度評価にかかるわけでございますが、それは全て重点事業として

という腹づもりがあったもんですから、今回のは要点に全部集まってしまったというような

経緯で、ワーキンググループは全部要点ということで指定いたしましたが、よろしいでしょ

うか。 

  それでは、要点事業でございますので、一括説明、一括審議ということで、６件の要点事業

について進めたいと思います。一括説明をお願いいたします。 

○道路計画第一課 建設専門官 それでは資料のご説明をさせていただきます。 

  まず最初に、右肩に資料１と書いてございますＡ３横の一覧表をお願いします。タイトルが

要点事業一覧というものになってございます。 

  これが今回対象となっております６事業の一覧表でございます。一番左側のほうに事業名を

記載させていただいております。上の青色のところでございますが、ここが各確認する項目

となってございます。左から順番にご説明させていただきます。 



-4- 

  一番左側でございますが、事業の変化ということでございますが、今回この６事業とも車線

数、それから事業延長等に変化がない、変更がございませんということでございます。それ

から、その右側に行きまして、事業費ということで、全体事業費、それから暫定事業費とい

うことで、前回、それから今回それぞれ記載させていただいております。事業費につきまし

ても、今回の６事業につきましては前回から変更がないということとなってございます。 

  続きまして、その右側のほうになりますが、計画交通量という欄がございます。計画交通量

につきましても、前回と今回ということで記載させていただいております。交通量につきま

しては前回評価時から若干の変更がございますので、ちょっとご説明をさせていただきたい

と思います。変化の主な要因といたしましては、前回評価時から交通量推計の手法が変わっ

たということで、ＯＤが変わっているということと、それから前回評価時からネットワーク

が変わったという点がございまして、大きくこの２点の変化ということになってございます。 

  続きまして、その右側になりますけれども、費用便益比についてご説明させていただきます。 

  費用便益比につきましては、全体と残事業ということと、それから前回、今回ということで

欄のほうを設けさせていただいております。これにつきましては、前回のところにつきまし

ては数値のほうを入れさせていただいておりますが、今回の欄につきましては空欄という部

分がございます。これについてなんですけれども、申し訳ございませんが、右肩に参考資料

１という記載がございますＡ３横の一覧、一枚物の資料をご覧いただきたいと思います。参

考資料１ということで、費用対効果分析の実施判定表というものでございます。 

  費用対効果につきましては、この判定表によりまして実施の判断をさせていただいていると

ころでございます。一番左側のほうでございますが、一番左側の縦のところにそれぞれ確認

する項目のほうを記載させていただいております。事業目的ですとか外的要因、それから内

的要因ということで、費用便益分析のマニュアル変更、それから事業量の変化等々の項目を

記載させていただいております。これらの項目につきまして各事業の確認を行っているもの

でございます。 

  表の見方なんですけれども、右下のほうに凡例のほうを記載させていただいております。今

回、この６事業につきましては、左側の各項目に対して変化がないという結果になってござ

います。この結果、判定表より費用対効果分析を実施しないということとさせていただいて

ございます。 

  申し訳ございませんが、もう一度資料１という方のＡ３一枚物のほうをご覧いただきたいと

思います。 



-5- 

  費用便益比の今回の欄につきましては、今ご説明させていただきました費用便益分析の実施

判定表に基づきまして、今回のところは実施しないということで空欄にさせていただいてお

ります。なお、上から３つ目の象潟仁賀保道路につきましては、費用対効果分析の判定表に

おきましては実施不要となってございますが、交通量が２，８００台ほど変化しているとい

うことで、今回参考として算出させていただいた結果のほうを記載させていただいておりま

す。 

  続きまして、その右側のほうになりますが、事業進捗の見込みという欄がございます。これ

につきましては、上から３番目の象潟仁賀保道路につきまして平成２７年度の供用予定とい

うことで記載させていただいております。 

続きまして、各事業の概要のほうについて説明させていただきたいと思います。Ａ４資料

で右肩に資料２と記載されているＡ４縦の資料のほうをお願いいたします。これが要点審議

事業の概要につきましてまとめさせていただいているものでございます。 

  １枚めくっていただきまして、１/４１ページということで、水沢東バイパスでございます。

事業の目的といたしましては、奥州市水沢区の国道４号の交通混雑の緩和、それから交通安

全の確保、沿道環境の改善等々という目的で事業を進めさせていただいているところでござ

います。計画で全体延長としましては９．６キロでございまして、このうち４．６キロにつ

いて供用中という事業でございます。進捗状況でございますが、左下のほうに事業費進捗率

ということで表のほうを掲載させていただいております。現在この水沢東バイパスにつきま

しては４車線の計画ではございますが、早期に供用するということで、整備するということ

で、暫定２車線で整備を進めさせていただいているところでございます。現在の進捗といた

しましては、暫定２車線ということではございますが、進捗率といたしましては７１％の進

捗となっているところでございます。 

  続きまして、６/４１ページをお願いいたします。 

  ２番目の事業となりまして、一般国道４号の北上拡幅という事業でございます。事業の目的

といたしましては、北上市内の国道４号の交通混雑の緩和、周辺工業団地からの製造品出荷

等のさらなる経済産業活動の支援ということでございます。事業延長につきましては１２．

２キロございまして、このうち開通済みが９．２キロとなっております。現在の事業の進捗

でございますが、左下に表がございますが、全体進捗率ということで現在８４％の進捗とい

うこととなっております。 

  続きまして、１２/４１ページをお願いいたします。 
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  ３番目ということで、一般国道７号の象潟仁賀保道路でございます。事業の目的といたしま

しては、象潟仁賀保道路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という

ことでございまして、物流効率の向上、観光振興の支援、救急搬送時の速達性、安定性の向

上、それから緊急輸送道路の確保といった目的で事業を進めているところでございます。事

業の延長につきましては１３．７キロございまして、このうち６．９キロを供用中というこ

とで、今年度、残りの区間につきまして供用を図るということとなってございます。 

  続きまして、２０/４１ページをお願いいたします。 

  一般国道４号、伊達拡幅ということでございます。事業の目的といたしましては、伊達市か

ら国見町における交通混雑の緩和、それから交通安全の確保、悪天候時における現道の安定

的な通行の確保といった目的で事業を行っているものでございます。事業の延長といたしま

しては９．１キロございまして、現在このうち５．８キロについて供用を図っているという

ことでございます。事業の進捗でございますが、左下の表にございますが、全体進捗率とい

たしましては８３％の進捗となっているところでございます。 

  この事業につきましては、中ほどに計画概要の項目がございますが、そこの一番下、事業経

緯というところでございます。伊達拡幅でございますが、平成２４年度に再評価をいただい

ている事業でございまして、その２４年度の再評価のときに事業費の変更ということでご審

議いただいております。その際に全体事業費１８０億円から１９８億円ということで、１８

億円増ということでご審議いただいたわけでございまして、その中身につきましては道路ワ

ーキングの際にご指摘をいただいたんでございますが、前回、事業費増ということで審議し

た１８億円の中身につきまして、前回評価時から現在でどのような状況になっているのかと

いうことを確認する必要があるというご指摘をいただいたところでございます。 

  それにつきまして、現在の状況の取りまとめをさせていただいております。１８/４１ペー

ジの方をお願いいたします。 

  表が２つございまして、左側の表になりますが、項目のところにピンクで色をつけさせてい

ただいておりますが、こちらが平成２４年度にご審議いただいた内容をまとめているもので

ございます。上から順番にいきますと、橋梁に関わるもの、土工、舗装、それから用地関係、

そしてコスト縮減ということで、トータルとしてこれらの項目トータルで１８億円増という

ことでご審議いただいたところでございます。この内容につきまして、今回現状を、現在の

状況を確認させていただいたものが右側のほうの表になってございます。舗装につきまして

は、前回５億円ということでご審議いただいたところでございますが、現在のところ４億９，
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０００万円ということの見込みとなってございます。それから、土工関係につきましても前

回４億円に対しまして３億９，０００万円といった形になってございます。トータルといた

しましては、前回１８億円ということでございましたが、現時点の見込みということで、前

回変更時の１８億円から変更がないということでございます。これらの事業内容でございま

すが、現在まだ工事着手したばかりのものとかまだ完了してないということで、現在のとこ

ろは見込みということとさせていただいてございます。 

  続きまして、２９/４１ページをお願いいたします。 

  ５番目の事業ということで、一般国道４９号の猪苗代拡幅でございます。事業の目的といた

しましては、猪苗代町内の国道４９号の交通安全の確保及び沿道環境の改善、それから幅員

狭小に起因する冬期の走行環境の改善といったことを目的に事業を進めているものでござい

ます。事業の延長といたしましては７．３キロございますが、このうち３．７キロメートル

区間について供用を図っているところでございます。事業費進捗率でございますが、進捗率

といたしましては９２％の進捗となってございます。 

  続きまして、３６/４１ページをお願いいたします。 

  一般国道４９号の北好間改良でございます。事業の目的といたしましては、交差点改良によ

る交通容量の確保と渋滞緩和、それから線形不良区間の解消による交通事故の削減といった

ことを目的に事業を進めているものでございます。この北好間改良につきましては、平成２

３年度に事業化されたということで、現在まだ工事に入っておりませんで、用地買収の方を

進めているという状況でございます。進捗率といたしましては、左下に表がございますが、

現在のところ７％の進捗となってございます。 

  今回ご審議いただく事業の概要につきましては以上になりまして、事務局案ではございます

が、対応方針原案ということで「事業継続」ということでご審議いただきたいと考えており

ます。 

  事業の説明につきましては以上であります。 

○平山委員長 ありがとうございました。ただいまの説明、２つの説明がございましたけれども、

費用便益分析、実施判定表が加わって、６事業について順調に進捗しているようであるとい

うような内容の説明をいただきました。 

  これからご意見、ご質問をいただきますが、一括してやりたいと思います。いろいろあろう

かと思いますし、また今日これで事業継続とすぐ判断してしまうにはちょっと時間が、せっ

かく集まっていただいたのがもったいないですから、要望とか仕組みとか評価方法、そんな
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ものについても何か意見あればこの機会にいただきたいと思います。 

  それでは、６事業につきまして何かございましたらご発言をお願いしたいと思います。 

○河野委員 ６事業というよりは全体に関することなんですが、よろしいでしょうか。 

  参考資料１についてなんですけれども、この６事業の事業継続という評価に関して私は異論

ないんですけれども、この参考資料１で費用対効果分析を実施するかしないかという判定を

されているわけですけれども、この判定表自身にはちょっと大きな問題があるかなというふ

うに思います。というのは、再評価というのは残事業Ｂ/Ｃで評価すべきだと。決して全体事

業Ｂ/Ｃで評価するものではないんですね。この評価項目を見てみますと、これ全部、全体事

業に関わることのみ書かれておって、残事業Ｂ/Ｃに関してどういう変化がありそうかとか、

あるいは場合によっては１を割る可能性があるかとかいうチェック項目が１個もないんです

ね。残事業Ｂ/Ｃに関する評価項目が全くないのに費用対効果分析をしなくてもいいという判

定はちょっとできないかなと思います。 

  例えば道路とか河川についても、特にＢ/Ｃの高いエリアから始めていくんですね。そうす

ると最後に残ったところでＢ/Ｃが１を割るというようなことも時々ある、実際あり得るので。

そういう意味では、残事業Ｂ/Ｃが１を割る懸念がないとかそういうことをチェックする項目

が絶対必要だというふうに言えます。 

○平山委員長 ありがとうございます。何かご意見、事務局ございますか。 

  多分これは本省で決められた基準でやっておられるんだと思います。先生がおっしゃられた

ことはごもっともで、今までのＢ/Ｃは今までやってきた事業についてどうだったという判定

を一段やって、残っているものについてどういう見通しがあるかということを判定して事業

継続という結論を出すのが普通の流れかと思うんですけれども、そこのところですよね。 

○河野委員 そうですね、だからそこについて改善があるといいかなと思います。 

○道路計画第一課 建設専門官 参考資料１の費用対効果分析の実施判定表でございますが、こ

れにつきましては本省から流れてきておりますので統一の様式になってございます。そうい

う事情で今回につきましてはその統一の様式のほうで整理させていただいているところでご

ざいます。確かに残事業Ｂ/Ｃのお話もございますが、その点につきましては今後また議論で

検討されていくものと思います。 

○平山委員長 本省のほうに意見として上げるというところはお願いをしたいと思いますが、こ

の地整のこの委員会だけの場でも、いつでも残事業のことについて参考資料としてでも結構

ですから出していただくと我々としては判断をしやすいのかなと思うんですが、そのあたり



-9- 

はいかがですか、そういう事務処理ができますでしょうか。 

○道路部長 道路部長でございます。ご指摘ありがとうございます。 

  おっしゃるとおり、全体事業費のＢ/Ｃで事業化されている経緯はございますが、供用のい

ろんな形態上、必ず効果の高いところはやっているかとか、いろんな整備の仕方がございま

すので、参考として、残事業Ｂ/Ｃのところもちょっとまだやってないので、数字を見せてい

ただいて、ちゃんとあのとおりご説明できるかということを一度検討させていただいてご紹

介させていただきたいと思います。 

○平山委員長 河野委員、よろしいでしょうか。 

○河野委員 一応確認ですけど、残事業Ｂ/Ｃを計算したほうがいいという意味ではなくて、残

事業Ｂ/Ｃを計算する必要があるのかどうかというチェックの項目を入れるべきだと、そうい

う意味でございます。 

○副局長（渥美） おっしゃるとおりです。今回の資料は残事業Ｂ/Ｃを入れてないんではなく

て、その費用対効果をすべきかどうかの判定をしているだけですから、費用対効果の算定を

改めてしようとすると大変なはっきり言って作業量となります。そこを軽減するためにスク

リーンをかけて、これなら大丈夫だねというところですが、実際。だから費用対効果を算定

し直してないわけでございます。そういう意味では、今、委員のご指摘は、残事業のほうも

こういうスクリーンをかけておけば大丈夫なんだよという説明を入れるようにしておけば

「なおいい」んじゃないかという理解ですが、それでよろしいですか。 

○河野委員 「なおいい」ではなくて、残事業Ｂ/Ｃで判定をするので、それの根拠が絶対必要

じゃないかと、そういうことです。 

○副局長（渥美） このチェックをすればそこも理解できて。 

○河野委員 そうです。残事業Ｂ/Ｃを計算する必要はないという項目を入れるべきだと。 

○副局長（渥美） わかりました。残事業Ｂ/Ｃを計算するという答弁はよくない。 

○平山委員長 それでは、次回以降の資料にはそういうことも検討結果として付していただくと

いうことでよろしいですか。それでは、よろしくお願いしたいと思います。河野先生、よろ

しいですか。（「はい」の声あり） 

  ほかに何かございませんですか。 

○北林委員 今回は、新技術の採用やあるいは工事の進捗状況による工法や方法の変更が、すな

わちコスト縮減の取り組みになっている、というものが結構多く見られます。その中でも新

技術の採用は、私にとって初めてだったので、かなり長い時間のかかる道路の工事ではこう
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いうこともままあるんだろうなという感想を持ちました。 

  新技術を取り入れることはよろしいとは思うんですが、今までの工法であれば大体何年に１

回部材を取り替えるとか、維持のためにお金がどのぐらいかかるかなどがわかっているわけ

ですが、新技術についてはそういう統計的なものがないと思うんですね。新しいものの採用

については、今後かかる費用をどのように織り込んでいるのか、ということです。 

  １９/４１の象潟のところでは、コンクリートブロックをポリプロピレンの板に変えていま

すが、この方法は費用も安く済むし、軽量で工事も手早くできてよろしいとは思うんですけ

れども、恐らくかなりの頻度で取り替える必要があると思います。繰り返しになりますが、

メンテナンスにかかる費用、メンテナンスにかかわる、例えば道路を封鎖するとか、様々な

影響や手間だとかをどのように織り込んでいらっしゃるのか伺いたいと思います。 

○平山委員長 よろしいですか、どうぞ。 

○道路計画第一課 建設専門官 新技術の採用でございますが、国交省におきましては新技術を

活用普及していくというふうに、そういった積極的に使おうという仕組みがございます。そ

ういった中で各メーカーさんとかから申請いただいたものを採用しているわけでございます

が、それを採用するに当たりましては一定の材料の耐久性ですとか材質の検査とか、そうい

った普通に標準で使われているものと同等の性能を有しているといったものを確認した上で

採用しているということでございます。 

○北林委員 ちょっと私にはわかりにくい。 

○平山委員長 新技術の導入というのはある程度危険をというか、安全の保証がなければいけな

いというのが一つあると思いますし、値段も安くなきゃ価値がないということもあるんだと

思います。一般に、「積極的に」とおっしゃいましたけれども、なかなか壁が高いというこ

とも聞いておりましたけれども、逆に、そういうものを入れようか、それはちょっと待とう

とか、そういう判断というのはどういうところでされているんでしょうか。 

○副局長（渥美） 一般論でまず私のほうから。委員のご心配はもっともだと思います。新技術

を入れる際には、その実績、一定程度の実績、フィールドで試験をしまして、それで確認試

験をして性能を確認した上で現地に導入すると。その際には、イニシャルコストもそうです

が、ランニングコストも含めてトータルとしてコストという視点で評価しますので、当然今

回の実際に施工しているやつ、コンクリートブロックでやると上から吊るして載っけ直して

やりながら、これは貼り替えのときもそうなりますし、逆に軽量のほうは人力でまた貼り替

えもできると。だから、いろんなメリット・デメリットを総合評価して導入してますので、
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現場は。そういう意味では安かろう悪かろうということはございませんし、性能も一定程度

のきちっとした性能が確認されて入っていると。一般的にどの新技術もそういう形で導入し

ているということでございます。 

○平山委員長 そのお墨つきみたいなものはどこから出ているんですか。 

○副局長（渥美） 国交省にはＮＥＴＩＳというシステムがございまして、新技術の登録制度が

ございます。国土交通大臣が認定して、その技術については積極的に現場で展開すると、そ

ういうシステムがあります。それを申請して認可を受けるためには開発者のほうが一定の試

験性能を証明する義務もございまして、それらをもってして初めて現場に導入するというシ

ステムがございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。よろしいですか。 

○北林委員 ランニングコストも見込んでやっておられるということで、安心しました。 

  国交省として新しい技術に積極的であることはよいことだと思っています。これは産業の育

成や研究の進展などと密接につながっていることで、まずエビデンスが確実に得られるので

あれば、私はよろしいと思っております。ただどうしても国民としてはランニングコストが

心配だったので、その根拠を確認しておきたかったわけでした。 

○副局長（渥美） ご心配ありがとうございます。 

  ただ、説明に補足いたしますけれども、例えばこの新しい今回設置した軽量タイプのものが

全ての場で条件を満たすかということには必ずしもならない。全ての道路でそうなのかとい

うことにもなりません。それは場の条件もありまして、これが非常にこの性能が生かされる

場面と、やはり従来型のコンクリートブロックのほうがいいという場面もございますから、

それも含めての総合評価ということでございます。ですから、じゃこれからは全部、日本全

国こっちになるんだねということではございません。 

○平山委員長 やっぱり少し経験というか、実績、その場面によっていろいろ使い分けていると

いうことですね。 

  ここに出ていたので、たまたま支承の節約の話が出ていますが、固定可動式積層ゴム支承と

いうのが言葉としてありますが、私が学校で習った時は、支承というのはヒンジとスライド

両方あって、機能が２つあって、止めるほうと滑らすほうと両方あるというふうに聞いてた

んですが、この支承はどういうふうな機能を持つ、ゴムだから横には動くのかなと思ったり

するんですけれども、これはどういうふうにつけるんですか、４カ所とも、桁の両端に同じ

ようにつける。 
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○道路計画第一課 建設専門官 まず固定可動型という用語でございますが、これにつきまして

は固定側と可動という組み合わせ、両方使うということでございます。２７/４１ページの伊

達拡幅の場合でございますが、こちらは従来の支承ということで積層ゴムの支承を使ってお

りましたが、それが新しいものということで高支圧型ゴム支承ということで、従来のゴムを

重ね合わせたやつを単層のゴムを使うことと、それから支圧板を高支圧応力加重支承板とい

うことで、ちょっと高い圧力に耐えるようなものを組み合わせることによって従来の支承よ

りも形が小さくなるということで、材料はちょっと高くなるかもしれませんが、トータルコ

ストとして従来のものより安くなっているというものでございます。 

  それから、もう一つ支承がございまして、３５ページのほうでございますが、こちらの支承

も形式を変えてコストの減ということでございます。こちらの支承につきましては機能分散

ということで、従来の横に動くものと鉛直力を受けるものを一体で構成したものをそれぞれ

の応力ごとに分けることによってコスト縮減を図れたという事例でございます。先ほどの伊

達拡幅のものとこちらの猪苗代拡幅でなぜ違うんだということでございますが、伊達拡幅の

方は鋼製の上部工になってございます。猪苗代拡幅の方はコンクリートの桁になってござい

まして、基本的には桁の重さが大分違うというのが一つ要因になってございます。単純に言

いますと、軽いほうは小さくしてコスト縮減を図れるんですけれども、コンクリートのよう

な重いやつにつきましてはそういう形をとるよりも機能を根本的に分けてしまったほうがコ

ストが安くなったということでございます。 

○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。 

○浜岡委員 資料２の２８ページです。前回評価時の事業費増加内容の精査ということで、右側

の緑で色づけされた表を見ていきますと「最新単価で見直し」というところが必ずどの枠に

もありまして、それを全部合計すると０．９億円です。０．５足す０．３足す０．１マイナ

ス０．１プラス０．１。１８億円に対して０．９億円ですから約５％ということで、単価が

５％上がっているということに私はびっくりしました。多分これは伊達拡幅だけでなくて、

ほかの事業にも同じような状況が生じているのではないかと思います。その中で全体事業費

が変わらず出ているということは、恐らく目に見えないコスト縮減というのがたくさん出て

いるのではないかと思います。５％分コスト縮減するというのはかなり厳しいのではないか

と思うんですけれども、それでもうまくいってるということにびっくりしておりまして、逆

に、こういうふうに単価が上がってきたんだということで、事業費が増えても悪くはないの

ではないかと思いました。あの世間をにぎわせた国立競技場も、あれも何か設計の部材の単
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価が上がってきたからそうなったんだという話でしたので、一般的にも言われていることで

あるかと思います。ここまで頑張ってらっしゃることにはすばらしいと思うんですけれども、

なかなか難しいところもあろうかと思いますので、その場合は増やしてもよいのではないか

と勝手に思いました。どのような状況でしょうか。 

○道路調査官 ありがとうございます。一般論から申し上げて、おっしゃるように労務単価とか

資材単価というものが上がっている傾向にございますので、今回、６事業について現時点で

の事業費ということで精査した範囲では今回そういう部分の影響はないという判断でこの事

業費になっているわけでございますが、申し上げたとおり各事業ごとに労務単価等々がござ

いますが、設計の見直し等によって現在のところ当初の事業費でできるというような判断を

いたしまして今回の６事業の提案になっているというところかと思います。 

  その一方で、先生がおっしゃいました労務費等が上がっているということを踏まえたような

点は、大変重要な今後の事業に対するご指摘という部分かとも思ってございますので、引き

続き事業の精査をする際にもそのようなことも踏まえた検討をしていくことが必要かと思っ

ております。大変貴重なご示唆だったというふうに思っております。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

○黒沢委員 今回６件とも要点審議ということになりまして、それでしたが、これは今後ほかの

道路事業が重点審議になるものが今後たくさん出てきてあり、今回たまたま要点が固まった

ということでした。重点審議が特定の日に集中する状況は致し方ないですが、今後、要点審

議ばかりになったときに、要点審議ですとやはり要点しかわからないところがあって、自由

に審議がなかなかできないところがありますので、ランダムで１件重点審議を行うとか、そ

ういった歯どめと言ったらおかしいですけれども、何かそういったものがあってもいいので

はないかというふうに思います。なかなか準備するのは大変とは思うんですけれども、要点

審議ばかりですと実質的な審議とかあるいはチェック、いい意味でのチェックというのはで

きない、そういったこともありますので、そういったことも考え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す。委員長に対するご意見かとも思いますけれども、要点・

重点の基準は一応決めてありまして、できるだけ混合してやるようにしてきたつもりなんで

すが、今回たまたまそういうことがございましたので、先生のご指摘のように、なるべく混

ざるように今後も考えて参りたいと、なお今回はお許しいただきたいと思います。 

  ほかに何かございますでしょうか。ご意見がなければお諮りをしたいと思いますが、一括し

て諮らせていただきたいと思います。 
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  ６事業につきましては、事業が順調に進捗しているというような認識に立ちまして、事業継

続をお認めしたいと思いますが、いかがでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうござ

います。それでは６事業について継続という対応をさせていただきます。 

  それではちょっと５分ぐらい、議事録をつくりますので、休憩に入らせていただきます。 

       〔 休 憩 〕 

○平山委員長 まとまったようでございますので会議を再開したいと思います。 

  それでは、本日のまとめについて、事務局のほうで一回読んでいただきたいと思います。 

○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。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について（道路事業再評価 審議結果） 

  一般国道４号水沢東バイパス、一般国道４号北上拡幅、一般国道７号象潟仁賀保道路、一般

国道４号伊達拡幅、一般国道４９号猪苗代拡幅、一般国道４９号北好間改良、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。 

  再評価は残事業Ｂ/Ｃで効率性を判断するので、残事業Ｂ/Ｃを計算する必要がないと判断す

る項目を実施判定表に入れることを検討していただきたい。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。（「はい」の

声あり） 

  それでは、本日の議事についてはこのようにまとめられることを了承いただいたということ

で、これで終わりといたします。ありがとうございました。 

 

４．閉 会 

○司会 以上をもちまして、平成２７年度第１回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いた

します。 

  次回委員会は１０月１６日を予定しておりますので、委員の皆様方にはご出席いただきます

ようよろしく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。 

 


