
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２７年１０月１６日（金曜日） 

    １０：００～１１：００ 

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） 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２回目の事業評価監視委員会を開催いたします。 

  本日は、大変お忙しい中ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

  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。 

  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。お手元の資料の一番上に配付一覧表をつ

けてございます。１枚めくっていただきまして、本日の会議の次第、出席者名簿、配席図、

本日の議題の審議対象の箇所図、続きましてそれぞれホチキスどめしてありますＡ４横の資

料１－１、Ａ４縦の資料１－２、Ａ４横の資料２－１、Ａ４縦の資料２－２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、北林委員、成田委員、浜岡委員、間庭委員が所用のため欠席となっており、１１名

中７名の委員出席で開催させていただきます。 

  ここで、１０月１日付で東北地方整備局幹部職員の人事異動がありましたので、異動のあり

ました幹部職員を紹介させていただきます。 

  桑原副局長でございます。 

○副局長（桑原） １０月１日付で副局長を拝命しました桑原と申します。どうぞよろしくお願

いします。 

○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まして、局長からの挨拶でございますが、本日、川瀧局

長が急遽所用が入りまして欠席となりました。これにつきましてはおわび申し上げます。挨

拶は津田副局長からお願いします。 

○副局長（津田） おはようございます。 

  今日は、ご多忙の中、お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。 
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  平成２７年度第２回目の東北地方整備局事業評価監視委員会を開催させていただきます。私

のほうから一言ご挨拶させていただきます。 

  本日の委員会の開催の前に行われました港湾のワーキンググループにご参加いただきました

委員の方々にはまた重ねて御礼を申し上げるところでございます。 

  本日は、港湾事業２件の再評価を審議していただく予定になってございます。また、委員会

終了後はダムの２カ所のご見学をしていただくということになってございます。非常に天気

がいいところでございますので、現地をよく見ていただければと思います。 

  せっかくの機会でございますので、港の状況をちょっとご説明させていただきます。東北全

体、震災後、復旧がかなり進んでおりまして、震災前の貨物量を超える状況に今、東北全体

ではなってございます。その中でも、震災の復興にかかわる復興需要を支える港の貨物量、

それからエネルギー、ＬＮＧであったり石炭であったりと、エネルギーの輸入が非常に増え

てございます。それから、一方、対岸との交流、アジアとの関係で日本海側の港が輸出の増

加を結構しております。円安の影響が出ている関係でございます。 

  そんな港の状況でございますので、本日はそれにかかわる案件がございますので、ぜひしっ

かりご審議いただければと考えてございます。また、委員会終了後の現地視察におきまして

は、長時間のご移動になりご負担をかけますが、よろしくお願いいたします。 

  限られた時間ではございますが、活発なご議論をお願いいたしまして、開会の挨拶とさせて

いただきます。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。これ以降は平山委員長にお願いいたします。 

○平山委員長 皆さん、おはようございます。これより審議を行いたいと思います。 

  今、お話ございましたように、本日は港湾事業２件のみでございます。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。 

 

３．審 議 

○平山委員長 それでは、港湾事業の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、事業選定委員の奥村委員から説明をお願いいたします。 

○奥村委員 ありがとうございます。港湾事業のワーキンググループを９月１８日に開催いたし
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まして、平山委員長、間庭委員と私の３名で検討を行いました結果をご報告させていただき

ます。 

  選定結果ですが、今回の再評価の対象の２つの港湾事業について検討いたしました結果、重

点審議事業として小名浜港国際物流ターミナル整備事業を、要点審議事業として能代港外港

地区防波堤整備事業を選定いたしました。 

  その理由ですけれども、小名浜港国際物流ターミナル整備事業は事業費が増加しております

のと、需要の動向が大きく変化しているということもありますので、重点審議事業といたし

ました。一方、能代港外港地区防波堤整備事業は前回の評価時点から事業計画や事業費に大

きな変化が生じておりませんので、要点審議事業としました。 

  以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまのワーキンググループのご報告に従いまして、重点事業の審議を先に行

いたいと思います。 

  小名浜港国際物流ターミナル整備事業につきまして、ご説明をお願いいたします。 

○小名浜港湾事務所長 小名浜港湾事務所長、木本と申します。 

  お手元の資料１－１を用いまして、小名浜港国際物流ターミナル整備事業の再評価について

ご説明いたします。座ってご説明させていただきます。 

  お手元の資料１－１の１ページをご覧下さい。事業の目的でございますが、バルク貨物の輸

入拠点として、広域的、効率的な海上輸送ネットワークを構築するため、大型輸送船に対応

した国際物流ターミナルを整備するものでございます。また、耐震強化岸壁として整備をす

ることによりまして、災害時にもバルク貨物の継続的な物流を確保することを目的としてお

ります。 

  対象施設は、右の図の赤で示した８つの施設になります。中心的な施設といたしまして、岸

壁（水深１８メートル）（耐震）、そのほか、航路・泊地、臨港道路、護岸（防波）、中央

防波堤、荷役機械などとなります。 

  平成２０年度から着手しております事業を平成２５年度に内容見直しを行い、事業化してご

ざいます。 

  前回評価時の全体５８０億円に対しまして、今回６４３億円と、６３億円増加することから、

再評価を行うことと致しました。 

  ２ページをご覧下さい。小名浜港の利用状況を示してございます。港湾の背後には、石炭火
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力発電所、金属、化学、木材関連企業など、多くの企業や工場が立地しておりまして、主に

原料や燃料などの輸入に小名浜港を利用しております。 

  ３ページをご覧下さい。福島県沿岸部には多くの火力発電所が立地しておりまして、そのう

ち小名浜港を経由して石炭を供給している発電所では合計６３２．５万キロワットの発電能

力を有してございます。小名浜港は、これらの燃料供給拠点となってございます。 

  ４ページをご覧下さい。大型船に対応した港湾機能の拠点化を図るため、小名浜港を国際バ

ルク戦略港湾に選定しております。これまでは、中型船により個々の企業が個別に輸入して

おりましたものを、大型船により一度に大量輸送いたしまして、拠点港から複数港寄りを行

うことで輸送コストを低減することを狙ってございます。拠点港として、石炭では全国で２

つの港を選定しておりまして、東日本では小名浜港のみが選ばれてございます。 

  ５ページをご覧下さい。小名浜港では、大型石炭輸送船に対応する岸壁が不足しております

ことから、滞船が常態化している状況が続いております。特に７号埠頭を利用する船舶にお

いて滞船が多く、平成２６年では入港７９隻中の６３隻が滞船を強いられておりまして、利

用者からは一日も早い改善が求められております。また、小名浜港では石炭を扱う岸壁が耐

震強化されておらず、先の東日本大震災では被災をしておる状況でございまして、地域産業

などに大きな影響を及ぼしたところでございます。 

  ６ページをご覧下さい。近年、バルク貨物船の大型化が進展しておりまして、２０１３年で

は６万トン級以上の船舶が全体の４１％を占めております。また、主要な石炭積み出し国で

は水深１８メートル以上の岸壁が整備されているのに対しまして、小名浜港ではこれら大型

船に対応した岸壁がないため、入港する船舶の大半が積載量を約１５％減らす状態で入って

くるといったような非効率な輸送を行っている状態でございます。 

  ７ページをご覧下さい。前回評価との主な相違点でございます。まず、便益につきましては、

企業ヒアリングにより当該プロジェクトの貨物需要に変更がないことを確認しております。 

  ８ページをご覧下さい。費用につきまして、前回評価から事業費が６３億円増となってござ

います。増加した理由としまして、平成２６年の低気圧による手戻り、基盤層の不一致によ

る施工方法等の変更、また東日本大震災による手戻りといったものがございます。また、荷

役機械について、貨物の荷役上、必要不可欠な施設の範囲が今回確定いたしましたことから、

内容額が精査され、１９億円減額となってございます。 

  続いて、これら費用の増加についてご説明をいたします。９ページをご覧下さい。基盤層の

不一致等による事業費の増加についてご説明いたします。事前の土質調査によりまして、基
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盤層、図面には緑色に着色しております土層でございますけれども、こちらが岸壁の建設場

所の中で約１１メートルの深度差があることを把握しておりました。しかし、工事着手後、

基盤層を確認したところ、杭を打設する箇所ごとにそれが違っていることが判明いたしまし

て、これによる鋼管杭の長さや形状の変更、また施工方法の見直しをせざるを得ない状況に

なりまして、工事費が増加することとなりました。 

  １０ページをご覧下さい。既設防波堤を土留め壁護岸として改良するに当たり、上部工を撤

去したところ、既設ケーソンが想定以上に劣化をしていたということがございました。この

ため、撤去方法の変更を余儀なくされたことやケーソンの補修費用が新たに発生したという

ことで、工事費が増加することとなりました。 

  続きまして、１１ページをご覧下さい。航路・泊地の浚渫土砂による埋立工事につきまして、

地元関係者との調整の中で濁水流出対策をより確実にする必要が生じました。これによりま

して、中仕切り堤を追加設置いたしたことにより、工事費が増加してございます。 

  １２ページをご覧下さい。東日本大震災によりまして、建設中でありました橋梁の下部工２

カ所におきまして手戻りが生じております。このため、工事費が増加しております。このう

ち、陸上部に設置するＰ１と記載してございます下部工の基礎におきまして、レーダー探査

を行ったところ、約２０センチメートル屈折していることが判明いたしまして、増杭を行っ

ている状況でございます。 

  １３ページをご覧下さい。本プロジェクト、事業期間は平成３０年を完成予定としておりま

して、変更はございません。費用便益分析は、事業全体で１．７、残事業で５．４という結

果になっております。 

  １４ページ、１５ページには、Ｂ／Ｃの感度分析結果をお示ししてございます。１４ページ

は事業全体についてのＢ／Ｃでございまして、基本ケースのＢ／Ｃ１．７に対しまして、１．

５から２．０という結果になってございます。１５ページにつきましては、残事業分につい

てであります。基本ケースの５．４に対しまして、感度分析結果は４．６から６．３となっ

てございます。 

  １６ページは、まとめとなります。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おりますことから、対応方針として

は事業継続の提案をさせていただきたいと思います。ご審議のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 
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  小名浜港国際物流ターミナル整備事業でございますが、港には現在、写真にありますように

９本の埠頭がありますが、その沖に埋立地をつくって、東港地区といっていますが、ばら積

みの石炭ですが、そういう貨物が増加すると滞船が生じている、耐震の岸壁もつくりたいと

いうようなことの中身の事業でございまして、今回、その中で６３億円ですか、事業費が増

加したということがございますので、重点事業になったという先ほどのご説明でございまし

た。 

  説明につきまして、何かご質問、ご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  伊藤先生、ご理解いただけましたですか。 

○伊藤委員 はい、事前にご説明いただきましたので、今回の趣旨は大体わかっているつもりで

す。 

○平山委員長 私からちょっと１つ、費用のところで荷役機械の部分では費用が減っております

が、港湾整備で国がやるべき荷役機械の範囲というのは何か基準が変わったんですか。 

○小名浜港湾事務所長 当初は具体的にどういった荷役機械、またそのスペックといったものが

まだ確定してございませんでしたので、その背後、本来元々の整備からしても事業評価の対

象でない整備の可能性があるものも含めて、背後の荷役機械全体を対象としてこの事業評価

の中に計上してございました。ただ、今回、具体的な荷役機械の種類、またそういったスペ

ックといったものが見えてございましたので、整備する岸壁に直接設置いたしますアンロー

ダー、ベルトコンベアーといったところのみ対象とするということで精査をしたという次第

でございます。 

○平山委員長 その仕分けはもうきちんと基準があるんですか。 

○小名浜港湾事務所長 決まってございます。 

○平山委員長 そうですか。 

  ほかに何かございませんか。河野委員。 

○河野委員 ８ページの①なんですけれども、例えば東日本大震災の手戻りとか、こういうこと

は仕方がないんですけれども、①について、事前調査のあり方について検討をされているか

どうか、聞きたいんですけれども。というのは、今まで過去ずっといろんなプロジェクトを

やって、こういった杭がどれ位必要かということは事前調査で当然やっていると思うんです

が、もちろん失敗すると思うんですね。実際、より詳細に調べてみたら、よりお金がかかる

ようになったとかということになるんでしょうけれども、本来は事前調査でその見積もった

額が期待値、平均値になるぐらいが、丁度いいはずなんですけれども、実際はどうなのかと
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いうことと、今回１９億円というのは大体何％ぐらい外していて、その外し方はこれまでの

プロジェクトから比較すると、どの程度の位置に位置するのかといったことを整理されるほ

うがいいのではないかなと思います。 

○平山委員長 いかがでしょうか。以前、道路事業ではそういう表をつくっていただいており、

実際、当初の事業費とそれから実際にかかった事業費の対比をして、これぐらいはあり得る

のかなというふうな大体のイメージを持てたんですが、港湾事業でそういうものがあるかど

うかということですね。 

○沿岸域管理官 沿岸域管理官の川村でございます。 

  資料の９ページをご覧いただきたいんですけれども、上の図、事前調査ということで、通常

は延長３７０メートルの長い岸壁なんですけれども、５０メートルのピッチで土質調査をや

るということが、一般的でございます。そういった中で、基盤層が１１メートルの落差とい

いますか、深度差があるということはわかっておったんですけれども、小名浜はさらに基盤

の高さにばらつきがあるということと、あと震災時の地盤全体の沈下といった影響もござい

まして、事前調査の段階からかなり異なる部分が出ているということもわかってまいりまし

た。ということで、通常の調査の頻度、ピッチでやっているところを今回、地盤がさらに複

雑だったということと、それから震災の影響ということで差が出てしまったという部分がご

ざいました。そういうことで、こういう場合はさらに事前の調査のやり方を今後考えていく

必要があると考えているところでございます。 

  それと、８ページの①の１９億円という振れ幅については、全体の事業費のベースでいきま

すと約３．３％程度の増加ということになってございます。そういうことで、今回こういっ

た杭の工法の岸壁があまり東北管内では事例が無いため、他との比較はちょっと難しいとこ

ろです。 

○河野委員 全体の費用に対する割合ではなくて、その杭関係の費用に対して何％上がっている

かと。それが一般的かどうかとかいうことのチェック、難しくはないんですけれども、ある

程度できる範囲で。あと、今回は地震による影響も大きいだろうということで、それは仕方

がない部分だと思うんですけれども、それ以外の部分で修正できるところがあるかどうかの

検討が必要かなと思います。 

○副局長（津田） ご指摘のとおり、少し過去のデータから比べて、もう少し正確に調べないと

いけないのですけれども、かなり今回のケースは少し大きく外れたケースの一つだと思って

います。全体の中ではプラマイ１０％の範囲に入っていて、そこは事業評価としてはぎりぎ
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りの範囲かなというふうには我々考えておるところなんですが、実際、杭打設ということに

限って見ると、管内は杭工法でやっているところが少ないものですから、比較を幾つかやっ

てみたいとは思いますが、少し外れたケースで、上側に外れたケースだというふうに思いま

す。 

  この５０メートルピッチでボーリングすることについて、法線の上だけじゃなくて前後にも

やりますので、実際はもっとこの本数以上にかなりの本数はやっているんですが、過去の周

辺のデータも見ながら、大体この辺こんなになっているんだろうなという推定をしてやって

いるのは事実です。でも、どうしても外れてしまって、特に今回のこの工事の難しかったと

ころの一つは、図面の１０ページ目をちょっとごらんご覧いただければ、ちょっとすいませ

ん、長くなってしまいますが、杭桟橋で下に３本の足が出ていて、それにテーブルがのっか

っているような感じになっています。したがって、テーブルの脚がちょっと地盤の中に食い

込んでいるという構造になっています。実際、通常の桟橋というのはもっと杭が長い、この

倍ぐらいあるのが普通の構造でして、ただ、この小名浜というのは非常に地盤のかたい層が

海底に近いところにあること。そこにある程度支えないといけないものですから、少し穴を

掘ってそこをセメントミルクで固める様な、長く掘らないで短くしてそこに杭を固める様な

工法をとっておりまして、地盤の位置が正確に解っていないととりづらい工法であったのは

事実です。 

  したがって、そういう意味でいうと、地盤の位置を設計段階でもう少し詳細に調査しておけ

ば良かったじゃないかというのは、我々も反省しなきゃいけない部分かなと考えています。

通常であればもう少し杭の根入れを深くする工法でありますから、ある程度基盤層、土層が

変わっても、それを吸収できるのですが、基盤層が浅かったものですから、そこに必要分だ

け根入れをさせて周りを固めたという工法ですので、基盤層の位置の違いに非常に影響を受

ける工法になっています。したがって、事前の設計段階でこういう工法をとり得るのであれ

ば、基盤層の位置の確認をもう少し正確にやるべきだったというのは、先生のご指摘の通り

だと思います。それはこれからの反省材料としますし、一方でボーリング調査のあり方につ

いては、調べてみたいと思います。 

○平山委員長 河野先生、よろしいですか。 

○河野委員 はい。 

○平山委員長 今、河野先生からご意見ありましたように、事業費の見積もりについては、今後

とも資料を蓄積していく点と、それからできるだけ正確を期すようにお願いしたいと思いま
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す。 

  ほかに何かございませんか。 

○黒沢委員 ちょっと本題から外れるかもしれませんが、地元の港湾の物流ターミナルが整備さ

れるという点では個人的には嬉しい事業ではあるのですが、これで扱っているのが基本的に

石炭火力の石炭ですよね。この石炭がずっと発電に使われる状況が、現在のままずっと推移

するようには私には思えないのですが、この点に関してどうお考えなのか伺いたいと思いま

す。 

○小名浜港湾事務所長 資源エネルギー庁が平成２７年に出している長期エネルギー需給の見通

しという資料がございますけれども、その中では２０３０年の見通しで、全発電量の中で石

炭火力の占める割合を出してございます。その中では約２６％という割合が示されておりま

して、これは震災前の値とほぼ変わらないということ、震災を経て、またいろんな環境が変

わってきたという中でも、この２０３０年の見通しでは全く大きな変化というのはないだろ

うということが示されているというふうに理解をしております。 

  また、この小名浜で取り扱っている石炭でございますけれども、この先、石炭火力の需要が

増す中で、具体的に新しい環境に配慮した新しいタイプの石炭火力発電のプラントといった

ものも需要先として今検討されているように聞いてございます。通常の石炭火力が環境に問

題があるといった議論とは、多少一線を画したような需要先がこの小名浜港の取り扱ってい

る石炭としてはあると、この小名浜港で取り扱っている石炭の量というのは大きく変化はし

ないと見ているところでございます。 

○黒沢委員 今の見通しというのは、京都議定書の後の国際的なＣＯ２削減の枠組みが頓挫して

いる状況の中でつくられたもので、今後、アメリカがＣＯ２の排出に関して規制をとる方針を

持っていて、あと中国も従う方向に来ている。国際的には、また強制的に大きく削減するほ

うに流れると思うのです。その中で、日本だけがそういった政策というのをとれるかという

となかなか難しい。新しい石炭火力というのは、今までの石炭火力に比べて大幅に効率はい

いんですが、ほかのエネルギーと比較すると高いＣＯ２量を出してしまいます。そういったこ

とを考えると、この計画、石炭に過度に依存したような構造になっていますが、石炭の需要

を減らさざるを得なくなったときに、どう扱うかというのも考慮した上で整備していくこと

が重要じゃないかと思います。 

○港湾空港部長 港湾空港部長の中島でございます。今のご指摘、長期的に見れば恐らくそうい

う社会を取り巻く環境の変化ということに対応して状況が変わってくるんだと思うんですけ
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れども、なかなか現時点で定量的な見通しが持てないという中で、今回のプロジェクトにつ

いては現在稼働しているもの、それから現在もう既に具体的に計画があるもののみを対象に

していますので、それ以上にどんどん新設を見込んでいるというわけではないという、ある

意味固めのものと、さっき事務局から説明ありましたように、当面、政府の方針としてこう

いうことでやっていますという中で、今の時点で見通せる中で定量的な説明としてはこうい

う形で出させていただいております。 

  あとは、おっしゃるように、発電所も採算投資がありますので、一定の稼働年数の後リプレ

ースするときに廃止するのか燃料転換するのかという、たぶん選択肢が出てこようかと思い

ますので、そういったものは感度分析の中で、マイナス１０％というところを見込んでいま

すけれども、ちょっとそこをどういうふうな設定をするのかというところが事業評価として

は限界といいますか、なかなかちょっと定量的にここを事務局として設定が難しいので、今

回こういう形で提示をさせていただいているという状況でございます。 

○黒沢委員 そのあたりは重々承知しております。今回の事業をそういった、今言ったような私

の見通しのほうが、はるかに先がわからない見通しですので、そういったことで変更するす

べきという趣旨ではなくて、こういった港湾整備のように非常に長期的に使われるものを整

備する場合には、そういった今言ったようなＣＯ２をめぐる情勢みたいに、長期的な国際的な

対応によって国の方針をどうしても変えなければいけなくなるような、それで大きく転換せ

ざるを得ないようなものに依存してしまうときは、その先行きをある程度見通して、例えば

転用できるようなことを考えたりも含めた整備計画を立てていくべきかなと。今回の件で必

ずしも言うべきことではないかもしれないですけれども、そういった意味です。 

○平山委員長 ありがとうございました。この委員会としてどういうふうに対応するかは難しい

ところです。国交省で手がけられているインフラ整備は、国全体の政策に基づいて動いてい

るわけで、そういう中で我々がこの委員会でこの事業がどうこうというような判断は下しづ

らいところだと思います。だけれども、先生がおっしゃるように世界的な趨勢とすればＣＯ２

の削減は流れではありますが、そういう長期的視点を持ちながら現状における判断をしてい

くべきとのご指摘を頂いた理解させていただいてよろしいでしょうか。 

○黒沢委員 そうですね、はい、今後のことですね。 

○遠藤委員 私は全体というよりも技術的なことをお伺いしたいと思います。この事業の中で途

中で東日本大震災を経験したということで、大変不具合が出て、現場では大変当惑して、大

変なご苦労があったと思いますけれども、その中の一つが場所打ち杭が変形してしまったと。
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３０メートル付近から屈折して、２０センチぐらいは動いていると。ということで、例えば

１２ページの図ですけれども、左側にあるＡ１からＰ１、２、３、４とあって、Ｐ１が大き

かったと。一つは、ほかの場所打ち杭は大丈夫だったのかということと、場所打ち杭７本や

られたとき、何本ぐらい補強すれば良いと判断されたのか、この２点を教えていただければ

ありがたいんですが。 

○小名浜港湾事務所長 まず、１つ目のご指摘ですけれども、ほかの場所打ち杭はどうだったか

ということでございますが、たまたまこの大震災のタイミングでは、現場着手していたのが

この被害のあったＰ１のみということでありまして、その着手していたものが被害を受けた

という状況でございます。 

  あと、補強は現場打ちの杭の８本中７本が損傷したというような割合でございまして、それ

を補う意味で増杭を打ってございます。 

○遠藤委員 何本ぐらい増杭したのか、わからないですか。 

○副局長（津田） この図面だと５本やってございますけれども。 

○小名浜港湾事務所長 ５本ですね、はい。 

○遠藤委員 そうですか。加力実験やっても１，０００分の１ぐらいの回転変形で大体ひび入る

んですが、鉄筋構造はああいうことはしないと思います。大体１，０００分の１だと、３０

メートルで３センチの変形なんだけれども、何センチぐらいの変形なら大丈夫と考えたのか

なと思って、やっぱり２０センチの変形でも、まあ大丈夫なのかなという気はするけれども、

安全のために増杭されたほうがよかったのかなと。 

○小名浜港湾事務所長 すいません、今の説明、事実間違ってございました。増杭７本でござい

ました。失礼いたしました。 

○遠藤委員 ありがとうございました。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  ほかに何かご意見。竹内先生。 

○竹内委員 簡単な質問なんですけれども、ケープサイズというんですか、１２万トンで大型化

して、コストが削減するというのは非常によくわかりました。一方で、大型化することで係

留系もかわり、長周期の波などの影響による揺れなどで稼働率にも影響がでないとは限らな

いと思うんですけれども、その辺はどういうふうに考えられておりますでしょうか。 

○沿岸域管理官 今回の１８メートルの岸壁の計画位置でございますけれども、最初の１ページ

の図面がちょっと小さくて恐縮でございますが、矢印で示してございます岸壁（－１８ｍ）
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（耐震）というところで整備をいたします。小名浜港の沖合のほうに防波堤が幾つか整備済

みのものがございまして、今回の岸壁はある程度防波堤で遮蔽された場所で整備されますの

で、確かに船の大きさが大きくなりますと長周期波という、あまり波高が大きくない波でも

共振をして揺れて荷役に障害が出るという事象もございますけれども、今回のこの位置では

そんなに心配はないかなという場所に、港内の奥の部分にございますので、大丈夫ではない

かなと考えているところでございます。 

○竹内委員 実際やってみないとわからない部分もあると思いますが、その場合にはまた別の対

策を考えられるということなんでしょうか。 

○沿岸域管理官 確かにそうですね、やってみないとわからないという部分もございますが、現

時点でのシミュレーションではそういったところは確認されてございません。ですので、確

かにちょっと状況を見ながらまた、もし必要なことがあればそういった対応が出てくるかと

思いますが、現時点では想定をしていないところでございます。 

○平山委員長 よろしいですか。どうぞ。 

○伊藤委員 簡単な質問で、参考までに伺いたいんですが、小名浜港、東日本の石炭の拠点港で、

西日本のほうは徳山下松港・宇部港があるということですけれども、こちらも同様に船舶の

大型化に対応するということで今工事中なのか、あるいはもう整備が済んでいるのか、その

辺を伺いたいと思います。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○港湾空港部長 すいません、ちょっと手元に資料がなくて正確なお答えはできないんですけれ

ども、一つは山口県の徳山下松港でそういう石炭取り扱いの岸壁の整備がなされています。

ちょっとすいません、水深は今すぐにお答えできないので、確認をしてからお答えしたいと

思います。 

○伊藤委員 ありがとうございます。 

○平山委員長 徳山は瀬戸内海ですから、あのあたりでもう一カ所、ばら積みの石炭対応の拠点

港が整備されると、小名浜と２カ所ですか。もう一カ所あったですか。 

○小名浜港湾事務所長 石炭につきましては２カ所です。 

○平山委員長 ２カ所ですか、はい。ほかに何か。 

○奥村委員 先ほどの石炭の将来の見通しの話なんですけれども、４ページの赤色は石炭なんで

すけれども、例えば他のに変わり得る様な可能性があって、やっぱりそのぐらいのサイズの

船がどうしても要るだろうと思われるものに対しての転用の可能性が無いのか。何かこれだ
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ったら石炭だけにしか使えないような場所をつくっているように見えてしまうんだけれども、

そういう検討の方向性というのはないんでしょうかと。例えば、わかりやすさからすると石

油なんですけれども、石油でも同じようにバルク船が大型化がされていて、じゃあ船を着け

るという意味では１８メートルぐらいの岸壁がどちらにしても要るんだというんだったら、

今は石炭なんだけれども、しかし将来的にはその１８メートルというところを使いながら、

ほかのもので使うから結局はやっぱり要るんだという話になるんだと思うんですけれども、

そういうところの転用の見通し、先ほど黒沢先生がおっしゃったように思うんですけれども、

そういうところは何か検討されているんでしょうか。 

○平山委員長 いかがですか。汎用性というか、そういうことだと思いますけどね。 

○小名浜港湾事務所長 具体的な検討ということはしてはいないというのが実情ではございます

が、万が一将来の情勢が変わって、転用というような議論が出た場合には、岸壁自体は深さ、

あるいは大きな船が入ってくる航路、泊地も含めた大型船が入ってこられると、着岸できる

といったところまでは同じ話かなと思います。ただ、その積み荷の種類によっては陸上に設

置してあります荷役機械の種類が変わりますし、またさらに、降ろしたばら積み貨物をどう

貯蔵する、置くかといった背後のヤードも、併せて変わってくるといったようなことになる

と思いますので、そういった直接的な岸壁だけではない背後のヤード等々も含めた転用の可

能性の検討をする必要が出てくるかと思います。 

  この小名浜の場合でいいますと、同じばら積みでも現在、銅鉱石の取り扱いもかなりのボリ

ュームが出てございまして、それは背後にそういったユーザーさんがおられるということで

ございますけれども、そういう意味では実際大型船を使うかどうかというのはちょっと経営

戦略もございますのでわかりませんが、銅鉱石の取り扱いといったものが比較的可能性とし

てはあり得るのかなというところを感触としては持ってございます。 

○平山委員長 よろしいですか。ほかに何かございませんでしょうか。 

  なければ、お諮りをしたいと思いますが、結論として原案どおり継続という対応方針をお認

めすることでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございました。 

  それでは次に、要点事業の審議でございます。能代港外港地区防波堤整備事業について、説

明をお願いします。 

○沿岸域管理官 それでは、資料２－１でございます。能代港外港地区防波堤整備事業について

ご説明いたします。１ページ目をお願いいたします。 

  事業の目的でございます。防波堤を整備することによりまして、港内静穏度の向上を図りま
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して、荷役作業の安定化と物流効率化を図ることを目的としてございます。 

  対象施設は、防波堤（第二北）の２８０メートルでございます。平成１２年度に事業化をさ

れてございます。 

  次に、２ページ目の事業の必要性についてでございます。能代港では、製材や砂利、砂、原

塩を主に取り扱っております。これらを取り扱っている岸壁、写真、左上に位置します岸壁

（－１３ｍ）でございますが、こちらでは静穏度が不足しておりまして、荷役障害などが発

生してございます。近年は防波堤の延伸によりまして改善されつつありますが、まだ不十分

な状態でございます。 

  取り扱い貨物の一例として原塩の状況を図示してございまして、能代港で荷役される原塩は

秋田県内のほか岩手県や青森県で使用される融雪剤の材料となっておりまして、積雪・寒冷

地の安心安全な生活を支える一助となってございます。このようなことから、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おります。 

  次に、３ページをお願いいたします。前回評価との主な相違点でございます。事業費それか

ら便益ともに前回評価との変更はございません。なお、③の完成予定でございますが、東日

本大震災からの復旧復興工事で作業船などが逼迫しているということから、平成３０年度へ

と延長してございます。 

  費用便益分析については、前回評価時ですが、事業全体で１．３、残事業で３．６となって

おります。なお、前回評価時から残事業の便益対象貨物に変更がございませんで、残事業の

Ｂ／Ｃが変動するということはないと判断できますので、残事業に関する新たな費用便益分

析は行っておりません。 

  以上を踏まえまして、対応方針としましては事業継続を原案とさせていただきました。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ご意見、ご質問をお願いしたいと思います。 

○竹内委員 １つ教えてください。原塩が２６年度に急に増えておりますけれども、これはこの

ままずっとこのように増えていくということなんでしょうか。たしか、この年は、南岸低気

圧により関東を含めた太平洋岸で２月３月に大雪に見舞われ、八戸でも影響を受けたように

記憶しております。これはそういう様なことも含めてなんでしょうか。 

○秋田港湾事務所長 秋田港湾事務所の遠藤です。よろしくお願いします。 

  能代港で荷揚げされている原塩は、秋田県内のほか岩手、青森まで運んでいるという状況で
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す。融雪剤については近年使い方がちょっと変わってきているというか、早期にもう融雪剤

を撒くといった、対応が増えているということと、あと道路自体が高速道路などが整備され

て延長が延びてきているというのもあって、原塩の入荷量は年々少しずつ増えてきていると

いう状況かと思います。 

  ２６年度、急に増えたというところについては、実際どこに大雪があったということは把握

していないのですが、雪の量としては２５年末、２６年が通常の年より多かったかと思いま

す。今年は少なかったけれども、去年は多かった筈ですね。 

○竹内委員 ２６年は大雪の影響がありました。融雪剤の使い方が変わってきたということ了解

しました。 

○秋田港湾事務所長 雪に対する対応の仕方が融雪剤で早く溶かして、車の通行を確保しようと

いう方向が出ているのかなと思っています。 

○遠藤委員 融雪剤をたくさん使うようになるのは理解できますね。２ページの平成２６年度で

８万トン弱ですか。３ページになると、便益の変更なしのところに、前回と今回も原塩は３

万トンと書いてあるんだけれども、本当はもっと使って有効にしてプラス側になるのかなと

内心は思っています。それは参考程度のことだとしていただけるといいかもしれない。 

○平山委員長 便益が増える方向ですよね。 

○秋田港湾事務所長 堅実な数字ということで、過去３年の平均とかそういう形で積み上げてい

ます。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

  今回、便益、費用ともに変わらないということで、見積もりが変わらないということで、Ｂ

／Ｃの計算は行っていないわけでございますけれども、何かご意見ございませんか。 

  なければ、お諮りをしたいと思いますけれども、原案どおり事業の継続ということでよろし

いでしょうか。（「結構です」の声あり）ありがとうございました。 

  それでは、以上で議題は終わりなんですけれども、審議結果取りまとめに時間がかかります

か。 

○司会 ５分ほどお願いいたします。 

○平山委員長 では、５分ほど中断いたします。 

〔 休 憩 〕 

○港湾空港部長 すいません、ちょっとお時間いただきまして、徳山下松港の状況についてご説

明させていただきます。 
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  徳山下松港ではやはり石炭を取り扱う公共岸壁、２０メートルの計画がございます。それを

小名浜と同じく水深１８メートルで事業化に向けて今取り組み中ということで、まだ実施に

はいたっておりませんけれども、小名浜と同じような形で西のほうも計画をされているとい

う状況でございます。 

○平山委員長 それでは、審議結果ができたようですので、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審議概要を読み上げさせていただきます。 

  審議結果。前振りのところ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（港湾事業再評価 審議結果） 

  小名浜港国際物流ターミナル整備事業、能代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。 

  なお、以下の意見があった。 

  土質調査にかかる過去のデータの蓄積を図り、事業費の確実な見積もりに努めること。 

  以上です。 

○平山委員長 いかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、これを本日の審議結果といたします。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２回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いた

します。 

  次回委員会は１２月１８日を予定しております。なお、詳細につきましては別途ご案内させ

ていただきますので、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。 

  引き続きになりますが、この後ダムの現場の現地視察に出発いたします。ご参加の委員の方

は、正面玄関にとまっておりますマイクロバスにご移動お願いします。よろしくお願いいた

します。 

 


