
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７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２７年１２月１８日（金曜日） 

    １０：００～１２：１５ 

場 所：東北地方整備局 仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室） 
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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

北地方整備局事業評価監視委員会第３回を開催いたします。 

  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、 初に本日の資料の確認をいたします。本日の資料、大変ボリュームが多くなっ

てございますので、資料の一番上に本日の配付資料一覧表というものをつけさせていただい

ております。これで確認させていただきます。まず、本日の次第でございます。それから出

席者名簿、そして配席図、本日の説明事業箇所図というものを１枚載せてございます。それ

から、本日の説明資料として資料１、Ａ３の折り込んだものです。それから資料２、３、４

ということで、Ａ４横のものでございます。それから、資料５－１ということでＡ４縦のも

のが１つ、資料５－２ということでＡ４横、かなり厚いものが１つになってございます。そ

れから、参考資料として資料１から４ということでなってございます。その後に、Ａ３横の

河川事業に関する報告事項ということで、資料６－１から６－３ということになってござい

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、北林委員、竹内委員が所用のため欠席となっております。１１名中８名

の委員の出席で開催させていただきます。 

  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、川瀧局長からご挨拶を申し上げます。 

○局長 おはようございます。整備局長の川瀧です。 

  今日は大変年末でお忙しい中、この第３回の事業評価監視委員会にご出席いただきまして、

どうもありがとうございます。 

  震災、今度の３月で丸５年を迎えるわけでございますけれども、今、東北地方整備局あるい
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は各県連携して、復興の加速化あるいは東北のインフラ整備を一生懸命、整備を進めている

ところでございます。日ごろから色々ご指導ご支援ありがとうございます。 

  今日は委員会のほう、その中でも中心的な三陸沿岸道路ほかの復興道路・復興支援道路など

の道路事業の再評価を行っていただくことにしております。ちょうど震災後の秋に事業化し

たんですね。ですから、４年を過ぎて、ちょうど５年目に入ったということでありまして、

今回こういう再評価ということになります。当時、私、道路部長で新規事業化の作業をして

おりましたけれども、今回、事業費が現場のいろいろな状況で増えておりまして、そのあた

りを中心にご審議を賜れればと思います。率的には少ないんですけれども、もともと分母が

大きいものですから、かなり事業費の増という動きになってございます。 

  それから河川については、これはルール上、別の流域の委員会が２回ございまして、それを

審議していただいておりますので、報告という形になりますけれども、これはこれでまたい

ろんなご意見等々出していただけると大変ありがたいなと思いますので、ひとつよろしくお

願いします。 

○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。 

  それでは、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。 

  本日は復興道路・復興支援道路を含みました道路８事業の審議、それと先ほど局長からお話

しされました河川関係の報告でございます。大変広い会場で、たくさんの方が参加されてお

りますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 

３．審 議 

○平山委員長 早速審議に入りたいと思います。 

  事業選定ワーキンググループが行われております。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 それでは、私から道路事業の審議事業選定の結果についてご報告させていただきま

す。 

  道路事業ワーキンググループを１１月２７日に開催し、平山委員長、伊藤委員、北林委員と

私の４名で検討を行いましたので、選定結果をご報告いたします。 
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  昨年度から運用しております重点化による審議方針に基づき、重点的かつ効率的な審議を行

う観点から、今回の再評価の対象である道路８事業のうち、事業費の増加額が大きい一般国

道４５号登米～釜石と一般国道４５号矢本石巻道路の２件を重点審議事業、その他６件を要

点審議事業として選定いたしました。 

  結果は以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  それでは、早速、事務局からの説明に入りたいと思いますが、今回の審議案件について全体

の姿と、重点事業の一般国道４５号登米～釜石について、事務局からご説明をお願いいたし

ます。 

○道路計画第一課長 事務局でございます。それでは、早速説明に入らせていただきます。 

  今回の評価につきましては、局長の挨拶にありましたとおり、復興道路・復興支援道路が再

評価の対象事業となってございます。また、通常の事業として、鰺ヶ沢道路ということで、

青森県の鰺ヶ沢町とつがる市を結ぶ高規格幹線道路が再評価対象事業となってございます。 

  具体的な評価の説明に入る前に、まず新規事業化した際の説明資料を用いさせてもらいまし

て、新しい考え方とかを導入していますので、そこの前提となる考え方をまず説明させてい

ただきたいと思います。なので、まず参考資料１から４までを説明させていただきます。 

  まず、参考資料１でございます。まず、復興道路・復興支援道路の進捗状況という資料をつ

けてございます。位置関係といたしましては、そこに旗上げしているように、縦軸である三

陸沿岸道路、また横軸である宮古～盛岡、あと釜石～花巻、そして相馬～福島でございます。

図面にはみやぎ県北高速幹線道路と入ってございますが、これは県事業でございますので、

今回の評価には入ってきてございません。参考資料の後ろには、各県ごとの進捗状況をあら

わした資料をつけていますので、ご覧になっていただければと思います。 

  続きまして、参考資料２でございます。新規事業化の際に示させていただきました三陸沿岸

道路の新たな考え方について、再評価の審議に入る前に説明させていただきたいと思います。 

  まず、１枚おめくりいただきまして、まず新たな考え方として６つの方針を打ち出してござ

います。１つが強靭性の確保、これはルートは津波浸水区域を回避するというものでござい

ます。やむを得ず津波浸水区域に入るところについては、例えば橋梁構造にすることによっ

て津波を避けるといった構造にしてございます。 

  ページをおめくりください。２点目といたしまして低コストの実現、これは４車線とかトラ

ンペット型のインターを２車線・コンパクトインターにして、低コストで事業を進めていく
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といったものでございます。 

  ３点目として復興まちづくりの支援ということで、居住ゾーンとのアクセスに考慮したつく

りとなってございます。今回も事業費増の中身が出てきますが、あわせて三陸沿岸道路、復

興支援道路等で発生した発生土につきまして、こういった居住ゾーンの盛り土とかそういっ

たものに使えるものはご利用いただいているという支援も実施してございます。 

  次のページをおめくりください。４点目といたしまして、拠点と連絡するインター等の弾力

的配置ということをやってございます。 

  また、５点目といたしまして命を守る道路といたしまして、避難機能の強化というものにも

努めてございます。 

  また、６点目としてＩＣＴによる通行可能性把握ということで、ＩＴＳスポットを活用しな

がら、実際、災害時に通れる、通れないとかの情報をきちんと収集して、ＥＴＣ２．０をつ

けている人に発信できるようなことができないかというものを今もまさに検討しているとこ

ろでございます。 

  参考資料２につきましては以上でございます。 

  続きまして、参考資料３の説明に入らせていただきます。 

  復興道路・復興支援道路につきましては、復興のリーディングプロジェクトとして、東北地

方整備局として 大限力を入れている事業でございます。そのため、施工確保対策として、

できるだけ早期に完成するように努めてございます。 

  １枚おめくりいただいて、まず公共生コンクリートプラントの設置といったこともやってご

ざいます。また、２ページ目には今現在いろいろ技能労働者の確保はいろいろ対策を打って

いるところでございます。復興道路・復興支援道路につきましては、プレキャストコンクリ

ート製品を活用することによって、そういった技能労働者の不足に対応するといった施策も

打ってございます。 

  続きまして、参考資料４の説明に入らせていただきます。復興道路・復興支援道路の新規事

業化の際には、東日本大震災の事例を通じまして、これまでの費用対効果分析、常時の交通

量で決まる評価の仕方では防災面の機能が十分に評価できないのではといったご議論をいた

だいてございます。そのため、国土交通省で防災機能の評価手法というものを作成いたしま

して、この復興道路・復興支援道路の新規事業化の際には適用させていただいてございます。

この資料につきましても、基本的には平成２３年のときに使った資料から抜粋してわかりや

すく再構築したもののつくりになってございます。 
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  １枚おめくりください。１ページ目でございます。通常の常時交通量の時間短縮等の効果を

計測するだけではなく、きちんとした安全な道路交通の確保を目的とした評価手法というの

もあるんではないかといったことが問題の認識のスタートでございます。 

  具体的な特徴といたしましては、有効性の評価の段階でネットワーク上のリンクとしての評

価、２ポツございます、１点目が主要都市・拠点間の防災機能評価、２点目がネットワーク

全体の防災機能評価といったことがございます。ここの部分が新しい取り組みの中身になっ

てございます。 

  次のページをご覧ください。まず、１点目の主要都市間・拠点間の防災機能評価の考え方で

ございます。ここにつきましては、実際２項目、耐災害性の評価、多重性の評価といったこ

とで判定をいただいてございます。耐災害性というのは、実際災害が起きたときに通れるか

どうかといったものの判定。多重性の評価といったものは、そこの区間自体が通れなくても、

迂回を簡単にできるところであれば、評価としては○になってございます。 

  具体的には、右上のほうにＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄランクというのを書かせていただいてございます。

右側に重要性ということで、県庁所在地、重要都市・拠点相互を結ぶ場合にはＡランクまで

確保することが必要だろうと。その他の都市については、Ｂランクまで上げることが必要だ

ろうという認識でございます。今回の復興道路・復興支援道路については、主にＢランクま

で上げればいいという対象区間でございます。新規事業評価のときには、ＤランクからＢラ

ンクに上がることで、ここの有効性があるといった評価をしてございます。 

  次のページをご覧ください。次に、具体的に大船渡市と釜石市の例を用いまして、具体的に

イメージしていただくための資料でございます。現況は、国道４５号が津波浸水するため耐

災害性は×、また多重性も大きく迂回するので×ということでＤランクといったものが、三陸

沿岸道路を整備することによって災害が発生したときも通れるようになるということで、耐

災害性も○になるといったことでＢランクになるといったポンチ絵でございます。 

  次のページをご覧ください。２点目の項目としてはネットワーク全体の防災機能評価といっ

たことを計測させていただいています。これは、通常時と災害時でどれだけ通行時間が変化

するかといったことがどれぐらい改善するかといったことを示してございます。通常１時間

で通れるものが、災害が起きてそこが通れなくなるときには迂回して１２０分かかるのであ

れば、弱点度としては２になります。この数字が大きければ大きいほど弱点が高いといった

ことになってございます。これが整備することによって、この値がどれだけ下がるかといっ

たことを評価させていただいてございます。 
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  次のページをご覧ください。この場合も大船渡～釜石でどのような計算をしているかといっ

たことを載せてございます。ここは大船渡市、釜石市のつなぎを計測してございますが、こ

れのほかに陸前高田市と大槌町のつながりとか、そういったことの総計時間を合計して計測

してございます。 

  後のページに、具体的に新規事業評価のときの資料をつけてございます。基本的には防災

機能評価ＤからＢ、判定として◎、また整備前では通れなくなって迂回路も遠いので弱点度

としては∞という評価になってございます。それが改善することによって、そこの評価も◎。

右下にＢ／Ｃを記載してございます。Ｂ／Ｃにつきましても、ジャンクション間で１を超え

ることを確認して新規事業化してございます。 

  以上が防災機能評価手法の考え方でございます。基本的にはこの考え方を再評価でも適用し

て、今回、事務局としては継続といった判定を提案させていただいているところでございま

す。 

  資料１に戻っていただきまして、ここから事業評価の説明に入らせていただきます。 

  今回、復興道路・復興支援道路ということで、一連の連続した区間が同時に事業化してござ

いますので、ジャンクション間を評価単位と設定してございます。表の構成としては、左か

ら事業名があって、車線数などの事業計画の記載がございます。その次に全体事業費の前回

と今回の比較、そして計画交通量の比較、 後に費用便益比の比較があって、一番右側に対

応方針（原案）として事務局側の提案が載ってございます。 

  まず、費用便益比のところをご覧ください。復興道路・復興支援道路につきましては、先ほ

ど説明した防災機能評価を実施してございますので、防災面の効果が特に大きい事業という

ふうに記載させていただいてございます。これは具体的にはＤからＢランクとかの評価をさ

せていただいているんですけれども、この表上は便宜的にこのような記載をさせていただい

てございます。Ｂ／Ｃにつきましては、前回同様、ジャンクション間で全て１を超えること

を確認してございます。 

  続きまして、そのＢ／Ｃの要因の変化になる全体事業費の説明に入らせていただきます。全

体事業費につきましては、増加案件全体としては１から４％の増加割合となってございます。

番号１、２につきましては増加額が大きいので、今回重点審議案件として選定していただい

てございます。全体合計で２６０億円の増加となってございます。 

  続きまして、計画交通量の説明にいきます。全体として計算の前提となる事業期間でござい

ますが、今回ジャンクション間での評価のため、そのうち開通目標１カ所でも公表できてい
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ない箇所は復興期間である平成３２年までを事業期間と設定してございます。その上で、平

成２３年の新規採択時評価以降、新規事業化した路線がある場合は計画交通量が増加してご

ざいます。例えば７番、相馬～福島のジャンクション間がございます。ここに計画交通量の

隣に変化要因の欄がございまして、霊山～福島（Ｈ２５事業化）と記載させていただいてご

ざいます。ここにつきましては、霊山～福島が事業化したことによって、将来交通量の推計

のネットワークに追加することができまして、今回大きく計画交通量が増えるという仕組み

になってございます。 

  ここまでが復興道路・復興支援道路の事業評価の説明でございます。 

  後に、鰺ヶ沢道路が８番になってございます。事業費、交通量ともに変化なしでございま

すが、一番右下にＨ２８以降、残工事ありとしてございます。残工事が残るため、再評価を

して、引き続き事業を継続してまいりたいと考えてございます。 

  事務局の対応方針（原案）として全て継続で提案させていただいてございます。 

  ここまでが全体の説明となってございます。 

  続きまして、個別の重点審議の説明に入らせていただきたいと思います。 

○仙台河川国道事務所長 仙台河川国道の宮田です。私から個別のご説明をいたします。 

  まず初めに、資料２でございますけれども、一般国道４５号三陸沿岸道路（登米～釜石）に

ついてご説明いたします。１ページをご覧いただきたいと思います。延長全体で１１１．１

キロございますけれども、現在開通済みのものが右の図面の黒のところですね。吉浜道路、

大船渡三陸道路、これらが３６．７キロございます。残り７４．４キロが赤になりますけれ

ども、ここが事業中でございます。 

  少し時間がございませんので飛ばしますけれども、２ページ以降、各道路箇所の概要が載せ

てございます。 

  続きまして、１１ページをご覧いただきたいと思いますけれども、１１ページからは各事業

箇所の現在の進捗状況を写真等を入れて載せております。これも少し省略したいと思います。 

  続きまして、１９ページをお開き願います。事業の必要性ということでございますけれども、

初にリダンダンシーという視点から見たときに、気仙沼、陸前高田、それから大船渡でご

ざいますけれども、東日本大震災の際に津波で落橋が生じるなど、大変大きな被害を受けて

国道４５号が寸断をしました。そのときに、右の図面にありますように緑のルート、３桁の

ルートを大きな迂回路としております。迂回路ですと１２７分、それに対して三陸沿岸道路

があれば３５分ということで、リダンダンシーが確保されたということでございます。 
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  それから、次の２０ページに今度は医療の面から記述してございます。ほぼ真ん中になりま

すけれども、気仙沼から３次救急医療施設に行くとすれば、真ん中の円グラフになりますけ

れども、石巻の赤十字病院に５８％行っております。それから、次に大船渡病院に１７％行

っております。これが三陸沿岸道路があれば、下にありますように気仙沼の本吉から見た場

合には約２１分短縮、それから大船渡に行くとすれば３０分ということで、大変大きな短縮

が図られて、いわゆる救命率が上がるというふうに期待されているものでございます。 

  続きまして、２１ページになりますけれども、今度は産業関係でございます。左に、緑のと

ころが工業団地の整備済み、あるいは現在整備中のものでございます。それから、水色のブ

ルー系のものが水産加工団地で、整備済みあるいは整備中の箇所でございます。真ん中のグ

ラフがございますけれども、これらの地域の事業所数を見ると、東日本大震災で落ち込みま

したけれども、今は徐々に回復をしつつある、製造品出荷額も同じ傾向を示しております。

今後の企業立地に大きな期待が寄せられているところでございます。 

  次に、２２ページをお開き願います。今度は漁業の面からですけれども、気仙沼の水揚げ漁

獲高が東日本大震災で大分落ち込みましたけれども、前に比べて８割まで回復をしておりま

す。気仙沼は１８年連続日本一でございまして、東京の築地に対しては千葉に次いで約３割

のシェアを占めるということで、これは現在、東北道を使って７時間２０分かかっておりま

すけれども、三陸道ができれば６時間４０分ということで４０分短縮される。ということは、

逆に言いますと４０分長く漁もできるということになるかと思います。 

  続きまして、観光の面からのご説明でございます。この地域の観光は震災前に比べて現在７

割ほど戻ってきております。その後、平成２５年９月には三陸ジオパークの認定、あるいは

２７年５月、今年でございますけれども、釜石の橋野高炉跡の世界遺産の登録、あるいはラ

グビーのワールドカップの開催等が決まっておりますので、今後、観光にも大きく期待が寄

せられていると思います。 

  それから、右のほうに教育旅行の受け入れで大船渡市を載せておりますけれども、やはり東

日本大震災を経て防災教育あるいはボランティアでそういった面の旅行者が増えているとい

うことでございます。 

  ２４ページをお願いします。ここからは事業費増にかかわる説明になります。まず、登米志

津川道路でございます。法面の変状に伴う対策の追加が１０．６億円、それから掘削時の土

質の変化が０．４億円、合わせて１１億円の増でございます。 

  次の２５ページでございますけれども、法面の変状、下に写真がございますけれども、ちょ
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うどこういう小段のところにクラックが入って、２メートルから深いところで３～４メート

ルぐらい、薄い層で滑りが起こっている。あるいは、滑りまではいっていないんですけれど

も、表面が膨らんで、それで隆起したり、あるいは崩れ落ちたりしております。こういった

箇所が数カ所ございますけれども、これに対しまして今、右に対策工法がございます。３０

センチ・３０センチのコンクリートの枠による、格子状の枠ですね、これに鉄筋を地山に２

メートルから２メートル５０差し込みまして、そういう法面工を実施するというものでござ

います。特にここから三陸沿岸、ちょっと宮城県の中で特異な地質になってございます。非

常に古い古生代あるいは中生代の地質でございまして、造山運動によりまして褶曲構造が非

常に発達して、普通は地層が水平なんですけれども、それが斜めに非常に地層が傾いたりし

ております。あるいは断層が非常に発達して脆弱部があるということで、そういったところ

から崩落が発生しているということでございます。 

  次の２６ページになりますけれども、これは登米パーキング・インターのところでございま

して、右に横断図がありますけれども、ここに硬岩が発生しております。これはボーリング

工ではやっているんですけれども、どうしてもボーリングの箇所によって亀裂が多いか少な

いか、思ったより掘ってみたら少ないところがあって、なかなか建設機械では掘れないとい

うことで、発破でやっております。これによる増加費用が０．４億円でございます。 

  続きまして２７ページ、南三陸道路でございますけれども、掘削時の土質の変化で１５億円、

それから発生土の運搬距離による増が４億円で、合わせて１９億円の増でございます。 

  ２８ページをお願いいたします。これも南三陸道路、さんさん商店街の付近でありますけれ

ども、右に横断図がございます。当初、中硬岩というふうに思っておりましたけれども、下

のほうに硬岩が出てきて、何ともここは建設機械で今掘れない、日本一能力のある建設機械

のリッパも持ってきましたけれども掘れないということで、現在、くさびを打つような形で

穴を掘って何とか、効率は悪いんですけれども、硬岩を掘削しているということでございま

す。これによって１５億円増でございます。 

  続きまして、２９ページになりますけれども、この志津川地区は、津波で大被害を受けまし

て、現在８メートルから１０メートルのかさ上げを実施しております。ここに当初、約３０

万立米の土を供給しようということで、比較的近いところに予定しておりましたけれども、

具体的に施工計画が固まっていく段階で、もう少し海沿いのほうに持っていってくれという

お話がありまして、これによる増が４億円でございます。 

  続きまして、３０ページの本吉気仙沼道路（Ⅱ期）でございます。これも法面崩落による増
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が４３．４億円、それから土砂の運搬距離による増が５．６億円、それからため池の機能補

償が１．５億円、それから橋脚の掘削に伴う工法の見直しが３．５億円で、合わせて５４億

円と大きくなってございます。 

  ３１ページをご覧いただきたいと思います。右に縦断の図面がございます。山を縦に切った

ところの図面でございますけれども、ピンクのところ、ここは粘板岩で、風化が非常に進ん

でおります。左に書いてありますけれども、変更計画４５．７億円でございます。左に写真

がありますように、滑っております。ここも先ほどの登米志津川道路と同じように地層が非

常に造山運動で褶曲をしておりまして、斜めに、斜め４０度から４５度ぐらいに傾いており

ますので、そこに切り土が行った場合にこういう形でちょうど剝離されるように土が崩れる

ということでございます。比較的ここはこういう流れ盤が多い、いわゆる海側から陸側に対

しての層が傾いているという格好になります。 

  次に、続きまして３２ページでございます。これも土砂運搬の変更でございますけれども、

左に地図があります。当初計画、大谷海岸でございますけれども、防潮堤を支援しようとい

うことで、当初ここに持って行く予定でございましたけれども、ここがなかなか地元での調

整が現在も進行中でございまして、まだ現場に入る段階ではないということで、場所を伊里

前、いわゆる歌津と言われているところですけれども、伊里前に変更しております。ここも

津波で大きな被害を受けたところでございますので、このかさ上げに使うということで５．

６億円増でございます。 

  続きまして、３３ページでございますけれども、ため池がございました。当初はこのため池

は田んぼに使っているんですけれども、もう用をなさないということで、不要ということで

地元調整を進めてきましたけれども、今年、大体どこも東北はそうだったんですけれども、

非常に何年ぶり、何十年ぶりの渇水でした。その渇水の影響もあって、ここのため池の水を

使わざるを得なかったと。田んぼの水稲にですね。急遽、やはりこれは必要だというふうに

言われまして、そのための機能補償でございます。それが１．５億円でございます。 

  続きまして、３４ページでございます。これは橋梁の橋脚をつくっておりますけれども、当

初はオープン掘削を予定しておりました。地下水があるのはわかっておりましたけれども、

そんなに高くないだろうと思っておりました。実際掘ってみたらば地下水が思ったより高い

ので、矢板による締切に工法変更しました。これに伴うお金が３．５億円でございます。 

  続きまして、本吉気仙沼道路でございます。復興支援のための土砂運搬の増が２億円、それ

から軟弱地盤対策が７．２億円、それから同じく法面保護工の見直しが６．８億円で、合計
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１６億円でございます。 

  ３６ページをご覧いただきたいと思います。当初は先ほどと同じように大谷海岸に持ってい

く予定でしたけれども、事業がまだ進捗していないということで、波路上というところに持

っていっております。これによる増が２億円でございます。 

  続きまして、３７ページをお願いいたします。ここは下のほうに横断図がございますけれど

も、当初は４メートル前後の粘性土、軟弱なので、ゆっくり盛って、それでサーチャージを

かければ沈下はおさまるなと思っておりましたけれども、実際ボーリングを念のために掘っ

てみたらば思ったより深いものですから、深層混合処理ということでセメントで固めなけれ

ばいけなくなった、これによる増が７．２億円でございます。 

  続きまして、３８ページをお願いいたします。ここはもう気仙沼に近いほうでございますけ

れども、先ほどの中生代・古生代とちょっと違いまして、もう少し新しい地層でございます。

比較的緩い砂岩系あるいは礫岩系が多いんですけれども、左の写真のように緩い礫岩なもの

ですから、こういった形で崩れてきている。非常に地表に近いところが崩れてきているとい

うことで、同じように対策をしなければいけないということで、これによる増が６．８億円

でございます。 

  続きまして、次のページをお願いいたします。農業用水、当初は左図面のように３カ所それ

ぞれ考えておりましたけれども、変更では３つの用水並びに排水を１カ所に集中させるとい

うことで、当初はここは非常に勾配がとれなかったんですけれども、７０センチぐらい地震

で震災で沈下しました。そのために農地をかさ上げしようということで、かさ上げすること

によって農業用水が例えば距離が倍ぐらいに延びるんですけれども、水路勾配がこれでもと

れるようになったということで、あわせてこれはコスト縮減ができるようになったというも

のでございます。 

  続きまして、チップですね。これは発生材、枝・抜根材につきましてチップとして切り土法

面を緑化するときに使おうということで、これにより３，０００万のコスト縮減が図られる

ということでございます。 

  続きまして、Ｂ／Ｃでございますけれども、そんなに変わっておりませんで、現在、残事業

Ｂ／Ｃで２．０でございます。 

  ４２ページが先ほどの防災面の事業のことでございまして、ここは主要都市・拠点間の防災

評価といたしましては現況のＤからＢに評価が上がったということでございます。それから、

ネットワーク全体の防災機能といたしましては、非常に改善度としての効果が大きいという
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ことでございます。以下ダブりますので省略をします。 

  後になりましたけれども、地方公共団体からの意見ということで、宮城県知事、岩手県知

事、事業の継続に異存はありませんということで、一日も早い完成に向け促進していただき

たいというご意見があります。 

  したがいまして、対応方針といたしましては、災害時の代替路及び緊急輸送道路の確保、広

域ネットワーク形成による産業・観光・医療活動支援のための早期整備の必要性が高いとい

うことで原案を提案させていただいております。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  まず 初に、今回新たに防災機能を含めた評価の方法についてなどの説明がございました。

その後、国道４５号登米と釜石の区間の事業についてご説明がありました。 

  委員の皆様からご意見、ご質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○河野委員 事業費の増加についてなんですけれども、今のように、こういった理由で増加した

というふうに言いっぱなしにするのはあまり生産的ではなくて、プロジェクトの前に必ずし

も確実に値を推計する必要はないと思うんですが、ボーリングの費用なんかもかなりかかり

ますので、しかしながら平均値は当てる必要があると思うんですね。ですので、ぜひ工種別

にプロジェクト前の予測と実際の値を整理されて、そして２段階目として、その変化の要因、

なぜそういうことが起こったのかと。 後に、今後の予測の修正案について、同種のプロジ

ェクトに関してどういうふうにしていけば推計が平均値に近づくのかといったことをされる

といいのではないかなと思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。事務局、何かご説明はございますか。 

○道路計画第一課長 河野先生から貴重なご意見をいただきました。今も一応、事業費の変化の

分布ということで、おおむねどれぐらいの変化増にあることは増減率の分布は整理しまして、

河野先生いわく平均値でゼロをいくのがたぶん一番理想なんですが、やはり若干増加のほう

に平均値としてはいっているという傾向でございます。今回の件につきましては５％の増加

以内におさまっていますので、おおむね、大きく外していることはないという認識でござい

ます。工種別とか、そういった、あと予測値の外れた際の分析等も今後方法について検討さ

せていただきたいなと考えてございます。貴重なご意見ありがとうございました。 

○平山委員長 毎回、事業費の増の問題はございますが、特に地質調査関係のものが非常に多い

ようなので、そのあたりのあらかじめの調査のやり方はもう少し、できれば原因をよく検討
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されて、そういうところに力を入れるような進め方が考えられるのでないかと思いますが、

今後ともよろしく対応をお願いしたいと思います。 

  河野先生、よろしいですか。 

○河野委員 はい。 

○平山委員長 いかがですか。浜岡先生。 

○浜岡委員 浜岡です。２つほどお聞かせください。 

  １つ目は、この三陸沿岸道路は対災害性というのを重視しているというか、必ず持たせなけ

ればいけない道路になっているかと思います。それで、前回の事業評価以降、今日までの時

点で対災害性ということを当初の計画で考えていた以降に何か大きな変化があって、もう少

し対災害性を高めなければいけないという要素があったのかどうか。恐らくなかったのでは

ないかと思うんですが、その確認をしたいというのが１つです。というのも、三陸の復興の

核となる道路ですから、今後何か災害があったときにそれで道路の機能がストップしてしま

うと、まさに大問題ですので、それは必ずというか、今の想定している中では起きないとい

うことの確認をしたいと思いました。 

  ２つ目が、今回の事業の増を見ていますと、法面の崩壊というのが多く見られたんですが、

ほかの区間についてはもう法面の崩壊はないと考えていいのか、それとも今後まだ起きるか

もしれないのか、そのあたり、どうなのかというのを教えていただきたい。その２点です。 

○道路計画第一課長 まず、１点目の防災機能についてでございます。この事業、冒頭で説明さ

せていただきましたように東日本大震災を受けてこのような考え方で整備してございます。

それ以降、大きく考え方は変更してございません。今度同じような同規模の災害が起きても

道路機能として確保できるように努めてまいりたいと考えてございます。 

  ２点目の今後の工事の部分でございますけれども、やはり今回事業費の増加が発生している

部分はある程度工事が進捗して、実際法面をどんどん切ってきてとか、そういったことでご

ざいます。なるべく、当然そういう増加要因が発生しないようにコントロールしてまいりた

いと考えてございますが、可能性としてはあるというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○平山委員長 どうぞ。 

○浜岡委員 できるだけ可能性が少なくなるように、先ほど河野先生の発言にも出ましたけれど

も、これからよろしくお願いいたします。 

○平山委員長 ほかに。成田委員。 
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○成田委員 ご説明ありがとうございました。冒頭で川瀧局長から震災５年目というご挨拶がご

ざいまして、ちょっとお話を伺いながら考えてございました。 

  まず、質問の１点目なんですが、防災機能の評価方法についてというご説明が冒頭あったん

ですけれども、こちらのイメージとしてどれぐらいの評価に対して影響があって、今まで費

用、Ｂ／Ｃの数値をもとにして我々は判断をしてきたところでございますけれども、どれぐ

らいの影響度があるかというのを、数値でいただいていますけれども、ざっくりわかればち

ょっと教えていただきたいんですが。 

○平山委員長 わかりますか。 

○道路計画第一課長 難しい質問で、もやっとした回答しかできないのが実態でございます。今

回の防災機能評価も、見ていただければわかるようにＤとかＢランクとか、改善度として数

値もつけさせていただきましたが、この数値が何以上になったらいいとか、そういったもの

ではなくて、あくまでその事業の優先度を決めていくものでございます。そういった中で、

その効果と、あと今回のＢ／Ｃはジャンクション間では１以上確認されてございます。その

中のバランスといったものはなかなかどれぐらいといったことはちょっと説明上大変難しく

て、そういったことも総合的に判断して委員の方の意見も含めながら判断していくといった

ことというちょっと曖昧な回答になってしまうんですけれども、そのようなことになります。 

○成田委員 ありがとうございます。 

○平山委員長 あまりはっきりしないですね。 

○成田委員 しなくても今はいいと思っています。震災から５年たって、震災は千年に一度と言

われていましたので、今、私たち生きている世代としてはその千年に一度の学びをしている

はずだと思っています。道路事業に関しては国づくりをどう、その千年に一度の学びの中に

考えていったらいいかなというのを感じながらちょっとお話を伺っておりまして、一つはそ

の学びの一つとしては新規の概念というのがあるでしょうと。経済成長だけではなくて、命

を守るとか、成熟した社会において何を重点とすべきかというのを我々は考えて生きている

わけなので、その中でその道路事業ってどういう位置づけなのかなという中では、この防災

機能の評価を新たにつけ加えられたというのはとてもこの東北の地から出てきたというのは

東北地方整備局としてとても大いに世界に誇っていいのかなと考えてございます。ですので、

始めたばかりですので、いろいろたぶんご専門の先生方等のお力添えがありながら精度を高

めていかれると思いますので、それを期待したいというのが１点でございます。 

  ２点目は、その千年に一度の学びというところで固定概念から脱却したといいますか、新た
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な、今まで当たり前だと思っていたことはもしかして違うのではないかと言いながら立ち返

ってみる必要もあるのかなと思います。そして、国民の利益をどう実現していくかというと

ころで考えていったときに、震災のときも、くしの歯作戦で道路を横につないでいただいた

りとか、あと前の局長の棺桶の手紙とか、非常に今まででは考えられなかったようなことが

実現してきて、人々の役に立ったという経過、実際に実現された。 

  今回２６０億円プラスになって、例えば予算の話とか行政の話は全く置いておいて、一国民

として思うところは、２６０億円を例えば福祉行政とかに回して、それはたぶん国のこうい

う現場で働いていらっしゃる方からするとそれはアマチュアな考えだろうと思われるかもし

れないんですけれども、例えば２，６００万あると１０人規模くらいの小さいデイケアの施

設が実現できるわけですね。２６０億だとすると１，０００個できるんですね。１日１０人

のお年寄りを見るとすると、延べで３００日とすると３，０００人見れる。それが１，００

０個あると３００万人に対しての便益が発生するといったような考え方も一方である中で、

じゃあ道路をなぜそのお金を使って通すんだといったときに、それは命を守るとか防災とい

うのを我々はしっかりその道路事業の中で展開していかなきゃいけないので、単純に経済性

の計算だけでいうともしかしたらその２６０億というのに妥当性を持たせるというのが非常

に厳しいかもしれないんだけれども、もっと違う観点というか、命を守る、じゃあここの地

域でこの道路ができたことによって一体何人の命に影響があるんだといったような考え方も

一つにあるのかなと思いました。 

  今回は三陸道路ですけれども、震災のときに東部道路で津波が来なかった地域にいられた方

は命をそこで守れたわけなので、そういう試算のあり方も一つありかなというふうに思って

います。 

  あともう一点ですが、固定観念から脱却するといったときに、細かい話ですけれども、道路

ができたので防災教育としてツアーをやるというお話だったんですけれども、ぜひ道路のこ

とも教えてもらいたいなと思います、あわせてですね。 

  それからあともう一点、ご説明あった中では生コンのプラントについてご説明あったんです

けれども、これは２６年９月から稼働させて、三陸道が終わったら、これは国の施設ですの

で閉鎖されるんですね。そうすると、宮城でもつくったんですけれども、岩手でも生コンの

仮設プラントとか恐らく必要で、そういうところ、国と県というところで行政単位が違うの

で現行の法律では難しいということはあるかもしれないんですけれども、そういう例えばこ

の残ったものが地域にどう役に立てるんだろうかといったような検討をしていただいて、そ
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れがイエスかノーかというところで固定概念から脱却して、それが宮城県にとってよければ

残していただくといったような新たな方策というのも検討していただいて、今の法律ではだ

めですとか、じゃあそれを変えていくにはどうしたらいいですかといったようなことも十分

に一つの学びではないかなと思ったところです。 

  こういう考え方に対して皆さんどうお考えになるかなというのをちょっとお聞きしてみたい

なというのは思いました。以上でございます。 

○平山委員長 どなたにお聞きしたらいいでしょうか。今回の事業はかなり政策的なにおいがす

る事業で、Ｂ／Ｃみたいなはっきりした数値基準で表すことの難しい、命を守るとか、安全

の面からアプローチしていかなければならない事業であるが、非常に貴重な事業であるとの

ご意見と伺いました。まず事業費の規模について福祉行政との比較については、国交省の事

業評価が我々の任務であり、国家予算の構成に踏む込むことは難しいのではないでしょうか。 

○成田委員 もちろんです。予算についてはちょっとここで申し上げるべき問題ではないので、

議論の対象ではないと思っているんですけれども、これが先例として別の地域での考え方と

か、そういう視点で国づくりとしてその地域で展開していくというところでは、道路をつく

ること自体についての評価はしっかりと、例えば命を守るだけではつくれないと思いますの

で、Ｂ／Ｃも含めて評価していくというのは当然必要だというふうには思っています。 

○平山委員長 確かに非常に先駆的な、先導的な事業だと思いますので、これが成功例になるか

どうかというのは今後もフォローアップをきちんとしていかなければと思います。また、一

番 後におっしゃったように、コンクリートプラントにしてもプレキャストを使うにしても、

どれだけメリットがあったんだということは、はっきり出していかなければいけないと思い

ます。局長、何かございますか。 

○局長 どうもありがとうございました。とりあえず私からお話を 初にしますけれども、この

２６０億円ですかね、全体の、これすごく大きい額ですから、一方でルール上Ｂ／Ｃで判断

するような形になっているという資料のつくりになっていますけれども、今、委員からご指

摘があったように、これは実際に命を守るための道路にもなりますから、そういうアプロー

チというか、説明の仕方も検討していきたいと思います。 

  それから、 初にちょっとおっしゃっていた防災機能の点なんですけれども、これ、地震が

３月にあって、この委員会ではない別の委員会なんですね、新規事業というのは社会資本整

備審議会という委員会にお諮りをして、９月だったと思いますけれども、６カ月後にお諮り

をしたんですね。これ、一応Ｂ／Ｃが１を全部上回っているんですけれども、ただ道路事業
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全体の中でははっきり言って低いんですよ。２とか３とかいう事業もありますからね。そう

いう中で、我々としてはＢ／Ｃだけじゃないですよねと、今回はといったんですけれども、

やはりＢ／Ｃと。ただ、本省のほうも一緒に考えていただいて、この防災機能ということも

せめてつけ加えて議論しようということでこういう、ちょっとわかりづらかったかもしれま

せんけれども、ルールをつくりました。ですから、直接Ｂ／Ｃに反映されているわけではな

いんですけれども、防災機能もこういうＢとかＡとかで上がるよということをセットでトー

タルでご審議していただこうという趣旨でこんなふうにつくったということでございます。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○成田委員 はい、了解しました。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か。 

○遠藤委員 １つ質問させていただきます。例えば地質が 初の予定と違って、法面が崩れたと

か、崩壊といったら大げさかもしれませんけれども崩れたというふうな場合に、予算が増え

る方向に行くんですが、これは復興道路で、しかも緊急時に役に立たなくちゃいけないとい

うことを考えれば、法面の勾配を 初からもう少し緩やかにしておいたほうがよかったとか、

そういうことはないでしょうか。私たちは 近、気象が変わってきたと感じています。降る

ときは思いっきり雨が降ってくるということで、かなり今までの考え方よりは少し慎重にな

らなくちゃいけないと感じています。一つの考え方ですが、多少お金がかかっても、どんな

時でも止まらないようなしっかりした工法でやってもらっているのかということを確認させ

ていただきたいんです。つまり、鉄筋を補強したら大丈夫ですではなくて、本当にそんな土

だったらば根本的に角度を変えたり、もうちょっと削ったほうがいいんじゃないのというこ

とはなかったのかと。お金はもちろんかかるんだけれども、我々としては造った道路が機能

してほしいと思っていますので、その辺の基本的なことだけちょっと教えていただければと

思います。よろしくお願いします。 

○仙台河川国道事務所長 私どもは調査設計段階からここに入ったときには、志津川道路も本吉

気仙沼道路も、基本的に地質は非常によくないというのはわかっておりました。そのために、

切り土勾配が平均的には８分から１割２分ぐらいが普通なんですけれども、ここは全線１割

２分という形で一番緩い勾配にしております。それから法面対策を考える上で、いわゆるレ

ベルといいましょうか、どこまで補強するんだという議論がありますけれども、ここは私ど

も大学の先生なんかのご意見もいただきながら、その辺のお話をさせていただいております。

つまり、逆に言いますと、例えば橋梁やトンネルの場合はレベル１ぐらいの地震動でも大き



-18- 

な損傷がないというレベルでやっているんですが、昔は土工はすぐ直せるだろうと、盛り土

は直せるだろうということで、あまり耐震性、耐久性を持たせていなかったんですけれども、

近は道路全体で評価する必要があるだろう。そういったときには土工構造物もそれなりの

レベルを持たせる必要があると。つまり、レベル１ぐらいの地震が来ても大きな崩落には至

らないぐらいの対策を実施しなければいけないだろうという、求められる道路の対災害性に

対しても議論しながらこの対策を決めていこうということで考えております。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ほかに何かございますか。 

○黒沢委員 先ほどの成田委員の質問や意見にたぶん同感で、同じ方向性だと思うのですが、防

災機能に関する評価をつくったというのは大きな前進だと思うのですが、ただ、やはりとて

も今の評価基準というのはまだもうちょっとブラッシュアップする必要がかなりあるかなと

思います。 

  それで、気づいた点なんですが、具体的な評価例が参考資料４の一番 後にありますが、②

のネットワーク全体の防災機能で、弱点度で吉浜～釜石が２．３倍が０．７倍になったとい

うようなことで機能を評価しているのですけれども、素人考えというか、一般の人が感じる

のは、まずなぜこの吉浜～釜石なのか。吉浜と釜石をつなぐことによって何が防災になるの

かというのがちょっとわかりにくい。 

  それから、時間を何倍ではなくて、やはり何時間が何時間に縮まったというほうがわかりや

すいのではないか。例えば１時間以内にどことどこを結ぶことで、どんなことができるのか

だとか、そういった目安がないと、例えば３時間以内に県庁とつながれば、救援物資が早く

着いて、緊急性のある人が助かるとか、そういった目安がないと、ただの倍率では非常にわ

かりにくいかなと思います。 

  それから、やはり何人がこれによって利益を受けるかというのがないと、なかなか一般の人

に対してのアピールにならないんじゃないかと。昔、例えば高速道路が批判を受けたときに

は、もちろん高速道路を通せば早くなるのですが、人がいないところへ通しているじゃない

かと、受益者がほとんどいないじゃないかというような批判というのをかなり浴びたという

のは皆さんご記憶のとおりだと思います。やはり何人ぐらいがそれぞれの区間を短縮するこ

とによって受益するのかというのを見せないと、なかなか何倍短くなった、何時間短くなっ

た、だけではたぶん国民の多くというのは納得されないのではないかと思います。そういっ

たことを一般の人にもうちょっとアピールするような防災機能の評価の仕方をするといいの
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ではないかと思います。 

○平山委員長 何かございますか。 

○道路計画第一課長 ご指摘、資料のわかりやすさ、きちんと説明していく必要があるというふ

うに我々も認識してございます。初めに、リンクの時間についてもご質問いただきました。

これがちょっとやっぱり、この表がちょっとわかりづらいことが難点でございます。そのち

ょうど１個前に資料として示させていただいていますが、ポンチ絵として大船渡～釜石で示

させていただいてございます。一見すると釜石と大船渡市だけの時間で、この場合ポンチ絵

として説明させていただきますが、具体的にやっている計算は右下に※で小さく書かせてい

ただいているんですけれども、対象路線からある程度の範囲を持ったところの市町村とか

寄りインターを対象として、いろんな通行経路のパターンをそれぞれ、例えば大船渡市から

釜石のときもそこを通るし、陸前高田から山田町を結ぶときもそこを通るしといった合計値

を使ってございます。なので、ちょっとそこが具体的に何分から何分とすると、例えばそこ

を通るリンクの数が多ければ多いほど合計値として多くなってしまいますので、ほかの事業

との比較がしづらくなる。リンク数が多ければ多いほど、合計値として単純に多くなるので、

通行時間が短くても足し合わせるリンクの数が多いと自然と数が大きくなってしまうと。Ｂ

／Ｃの議論とかでも、Ｂの合計値だけだと単純に優先順位が決めづらいといった議論と同じ

でございます。そういった意味で、Ｂ／Ｃもある程度割合といった部分でそういうふうに示

されていただいている部分もございます。 

  ちょっとここら辺、確かにわかりづらい部分がございまして、なるべく今回で言いましても

初めに必要性の視点でいろいろ、３次救急医療施設では６０分で行ける人がこれだけ範囲が

広がったとか、そういった説明をつけさせていただいています。そういったことをきちんと

説明して、その上で 終的にこういうリンクの評価をつけるのが有効ではないかと。ここら

辺はずっと抱えている課題だと認識してございますので、引き続ききちんと説明していくよ

う努力してまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○平山委員長 できるだけ客観的な判断資料、指標になるように、そして表現はわかりやすくな

るように工夫をお願いしたいと思います。 

  ほかに何かございませんか。 

○伊藤委員 私も先ほどの成田委員のご意見に大変同感しました。先ほど４５号のご説明を伺っ

ているところで、これこれこれで十何億円みたいなことが言われていますと、私、今年度か
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ら新しく委員になりましたので余計そう思うのかもしれませんが、やっぱり市民の感覚から

すると、ちょっと工法が変わっただけで十何億とかいうような億の単位というのに慣れてい

ないだけなのかもしれませんが、でもそれが市民の感覚だと思います。やっぱりこれだけ、

こんなにお金がかかるのかという感じなので、先ほど来出ているような丁寧な説明、なかな

か、先ほど成田委員も福祉のことをおっしゃってくださいましたけれども、人にかかわる分

野とあまりにも金額的な乖離がありますので、それは本当に当然だと思うんですね。それだ

けのものなんだろうというふうに、道路というのは思います。そこのところの納得いくよう

な説明、ただいまの説明でもやっぱりこの区間でどれだけの人がどれだけの人口があって、

どれだけの方の動きが活発化するとか何かそういう少し見えるような、人の見えるような、

人の姿の見えるような説明を今後目指していただければ、すぐには難しいと思いますので、

というそれだけの意見の表明だけです。ありがとうございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに何か。間庭委員。 

○間庭委員 今のご意見はもっともと思いますが、被災地の沿岸地域での産業再生とか復興でひ

と・まち・しごと、つくるのには水産業という基幹産業がこの辺、大変すそ野の広いサプラ

イチェーンのかたまりのようなところがかなり集積しているエリアなんですね、今回のとこ

ろも。たぶんデータのような形での裏づけが今非常にとれない。むしろ、そのためにこそ今、

水産業の回復をやっているということで、この道路ができる、命を守ると言っている点はあ

る程度数値が出ると思うんですけれども、産業が回らないと人も戻ってこない、まちが戻っ

てこないという、そういう循環関係のところを数値化して評価するのは難しいんですけれど

も、そういう状況の中でこれを急いでやっていることによる経済的な、あるいは人が戻って

くるためのまちづくりの効果というのも、作文的な要素になるかもしれませんが、相当重視

をしていただきたいなと思いますので、つけ加えさせていただきたいと思います。 

  それからあと、単純なお尋ねなんですが、資料２の３９ページのところのご説明で、地盤の

沈下の部分に一部触れておりました。今回、三陸縦貫自体が沿岸部を縫っておりますので、

地盤の沈下が特に海に近いほど著しくて、例えば石巻などは道路というより、例えばこの間

完成した魚市場、８００メートルの世界 大級の魚市場が地盤沈下対策して地盤を上げたと

ころ、逆に地盤が戻ってきて、戻ってきたがゆえに船からの喫水線の上がりが逆に高くなっ

てしまったということが実際に数十センチで起きていまして、こういう三陸縦貫、非常に難

しい、そういう状況の中で工事をされておりますが、その辺、この三陸縦貫の海に近いとこ

ろほどそういう可能性があると思うんですが、そういったことについての概況、何かおわか
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りの点がありましたらちょっと教えていただければなと思います。急なお話ですからデータ

とか別にして、感触で結構なんですが。 

○平山委員長 いかがですか。割合、道路が高いところを通っていることは事実でございますけ

れども、何かございますか。 

○仙台河川国道事務所長 三陸沿岸道路のできているところにつきましては、特に切り土でいっ

ているところはそんなに大きな問題にはなっていないと思いますけれども、例えば石巻のほ

うに行くと結構軟弱地盤なところがございます。ここは大きいところではやはり４０～５０

センチぐらいは沈下しておりまして、これは東日本大震災で沈下をしたのか、それからもと

もと軟弱地盤なので残留沈下したのか、そこは明確ではありませんけれども、４０～５０セ

ンチ沈下しているところはございます。 

  それから、今つくっているところにつきましては基本的に全て座標で管理をしていて、地盤

がもし変わっているなら変わっているなりに、 終的に座標で橋の高さ、盛り土の高さを合

わせていきますので、そんなに工事には影響はないと思っております。 

○間庭委員 リバウンドで戻りの感触はいかがでしょうか。 

○仙台河川国道事務所長 戻りの感触は、すいません、ほとんどデータを持っておりませんけれ

ども、場所によって２０センチとか３０センチとか、時たま聞こえてきますけれども、私ど

もとしてちょっとデータを持っておりません。 

○間庭委員 わかりました。 

○平山委員長 よろしいですか。また調査の結果、何かわかりましたら、次の委員会にでもお話

しいただければと思います。 

  ほかに何かございませんか。委員の皆様からいただきましたが、これはいわゆる復興道路、

復興に関連する道路でございまして、一日も早い進展というのが望まれるわけでございます。

防災機能も加味した総合判断ということで、継続という対応方針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、そのようにさせていただきます。 

  それでは、次に一般国道４５号矢本……。はい。 

○黒沢委員 もちろん事業継続でいいとは思うのですが、多くの委員から大きな金額が増加した

と指摘されているので、それに関する何か一言入ったほうがいいのではないかと思います。

それで、先ほど間庭委員がおっしゃったことは、たぶんほかの委員も重々承知で、この道路

というのが単に道路をつくるだけではなく、命を守る道路であるということに加えて、産業

を興すというか、もう生業とか、そこの暮らしを戻すという、数字にできないようなことを
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含んでいることはわかっているのですけれども、ただ、もう５年経ちまして、世の中の趨勢

も大分変わってきています。私がこういった保全の事業にかかわっているからということも

あるかもしれないですが、マスコミの取材を受けるときは、復旧復興事業で無駄なことをや

っているところはないか、あるいは環境に悪いことをしていることはないかとコンタクトを

とられる場合が今はほとんどになりました。私が福島にいる人間なのにこういう状況ですの

で、恐らく全国的な視点で見ると、これから復旧復興事業のあら探しが起こる可能性は十分

あると思います。そういった意味でも、きちんとコスト関係というのに配慮しながらやって

いるという姿勢を示す必要はあると思います。そういった意味でも、一言入ったほうがいい

かと思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。議事をつくるときに、この道路の性格、位置づけにつ

いて、委員の皆様からのご発言が盛り込まれるように議事録をつくっていただきたいと思い

ます。 

  それでは、続きまして次の事業に参ります。一般国道４５号矢本石巻道路でございます。説

明をお願いします。 

○仙台河川国道事務所長 資料３をお願いいたします。 

  １ページ目が矢本石巻道路の概要でございます。現在、右の図面にございますように、全体

２６．５キロございますけれども、仙台側１４．４キロにつきましては２６年度に４車線化

を開通しております。石巻から北側、残り１２．１キロでございます。現在、事業を進めて

おります。 

  それから、３ページ目は現在の進捗状況でございます。特に石巻女川インターチェンジ開通

区間でございますけれども、石巻女川インターチェンジが今年の１０月に開通しております。 

  続きまして、４ページをお願いいたします。真ん中ほどに図面がございますけれども、その

真ん中の下に鳴瀬奥松島から矢本間の交通量が載っております。交通量、３万台を超えて、

平成２７年度で３万５，９００台ということでございますけれども、混雑度は４車線になり

ましたので、１を割って０．８２ということで、大変、今スムーズに交通が流れているとこ

ろでございますけれども、右にグラフがありますように河北インターから桃生豊里につきま

しては２万台を超える交通量でございますけれども、混雑が発生している。石巻河南から河

北も同様でございます。 

  ５ページをお願いします。５ページは、仙台の港北インターから石巻までのピーク時におけ

る速度、車の実勢の速度を絵にしたものでございます。上は仙台から石巻方面、下は逆方面
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でありますけれども、いずれにしろ赤が４０キロ以下で渋滞が発生しているというところで

ございます。鳴瀬奥松島から石巻女川インターが大体発生している。それから仙塩道路のと

ころですね。それが２６年度に４車線にしたものですから、ここの石巻までは大分スムーズ

に行けるようになった。しかし、先ほど矢本のインターから鳴瀬奥松島の付近で沈下５０セ

ンチぐらいのお話をさせていただきましたけれども、これのリフレッシュ工事を今年度実施

しておりました。その関係でここがまだちょっと赤ということでございますけれども、現在

４車線全て終わっております。 

  ６ページ目をお願いします。石巻女川インターができました。真ん中にグラフがございます

けれども、休日、平日、主に８，０００台ぐらい交通量がもう既にのっております。そのた

めに、今まで石巻河南に負担がかかっておりました、そこから石巻に入るときに４５号、１

０８号の交差点、蛇田交差点がありますけれども、ここがピーク時では４５０メートルぐら

いの渋滞でございましたけれども、現在９０メートルということで、石巻市並びに、報道で

も非常に思ったより効果が大きいということで喜ばれておりますし、また女川に対するアク

セス性が非常に高まったと言われております。 

  ７ページ目、よろしくお願いします。これは登米志津川道路、登米市のほうに対する三陸道

の延伸に対する効果でございますけれども、登米、石巻、東松島等における事業所が東日本

大震災で大きく落ち込みましたけれども、徐々に回復しつつあります。左下の図面でござい

ますけれども、登米市におきましては三陸沿岸道が行ったころから工業団地の分譲率が１０

０％になりまして、現在さらに新たに２カ所において工業団地を造成中ということで、産業

にも大きく寄与しているところでございます。 

  ８ページ目をお願いいたします。また、大変恐縮でございますけれども、事業費の増のお話

になってしまいます。軟弱地盤対策ということで５３億円、それから運搬距離の変更が４億

円、合わせて５７億円でございます。場所は河北インターの北側になります。 

  ９ページ目、よろしくお願いします。ここは当初計画にございますように、右上に横断図が

ございます。軟弱地盤、それほど大したことないなということで、当初は盛り土を少し土を

ゆっくり盛っていけば何とかなるなと思っておりましたけれども、実際ここでチェックのた

めのボーリングをしてみたらば、この法足のほうが比較的厚い、しかもさらにやわらかい軟

弱地盤ということで、ここ全体が北上川の氾濫に伴ってできました非常に厚い軟弱層でござ

います。当該箇所につきましては、軟弱層の厚い田んぼのところからちょうど丘陵地形の変

化点のところでございまして、ちょこっと場所が違うと軟弱層厚が変わってしまうというと
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ころでございます。そんな関係で、当初土をゆっくり盛ろうと思っておりましたけれども、

ここに、それでは滑ってしまうということで、法面崩落をしてしまうということで、発泡ス

チロールでできておりますＥＰＳというのを土のかわりに入れることにしております。軽量

盛り土ということで、これが非常に高価なものでございまして、５３億円でございます。 

  次の１０ページをお願いいたします。先ほどの箇所に現場から発生する土を入れる予定でご

ざいましたけれども、その土が入れられなくなりましたので、どこかに持っていかなきゃい

けないということでございますので、場所をちょうど松島の航空自衛隊の基地がございます

けれども、ここも津波で大きな被害を受けました。ここもかさ上げするというお話をお聞き

しましたので、ここに１３．９万立米、約９キロ運んだことによって４億円の増でございま

す。 

  １１ページ目をお願いいたします。今度はコスト縮減でございますけれども、道路の管理上

こういう切り土並びに盛り土もそうですけれども、この端の部分に、右に写真がありますよ

うに、防草板、草が生えてこないような板をつくっております。当初、我々コンクリート板

でここを考えておりましたけれども、ポリプロピレンのものを試行的に使ってみようという

ことで、これによりまして約２９％コスト縮減ができるということで、そんなにまだ実績が

ないんですけれども、新技術だということで試行的にやってみようということでございます。 

  １２ページをお願いいたします。Ｂ／Ｃはそんなに変わっておりませんけれども、残事業Ｂ

／Ｃで見たときには３．３でございます。それから、交通量が若干増えておりますけれども、

これは県北高速の登米から築館に抜けるところの事業区間が平成２５年増えましたので、そ

れに伴って交通量が２，３００台増えております。 

  後に１３ページになりますけれども、宮城県知事の意見といたしましては事業継続に異存

はありませんということで、対応方針の原案でございますが、石巻赤十字病院へのアクセス

性向上、交通の円滑化・交通安全の確保等のため、早期の全線４車線化の整備の必要性が高

いということで提案させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございます。この事業、矢本石巻道路ですが、２６．５キロ、もう半

分ぐらい４車線化で開通済みでございまして、残りを４車線化の工事が進行しているという

状況でございまして、平成２６年に従来方式、Ｂ／Ｃの方式で評価をしておりまして、今回、

事業費が増ということで再度、同じく、これは復興の道路の一環をなしているわけですが、

Ｂ／Ｃの従来どおりの方式で評価したいという提案でございます。 

  何かご質問等ございませんか。軟弱地盤のやはり推定の厚さがちょっと狂ったというところ
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で、事業費増に結びついているということでございます。何かございませんか。どうぞ、成

田委員。 

○成田委員 すいません、ちょっとご説明を聞き逃していたら大変申し訳ないんですけれども、

コスト削減という点ではどういう努力を説明できるか教えていただきたいと思います。 

○平山委員長 コスト削減のところをお願いしたいと思いますが、コンクリートで斜面を覆うの

と、何かプラスチック板みたいなもので覆う、そのあたりよくわからなかったんですが、ち

ょっと教えていただきたい。 

○仙台河川国道事務所長 １１ページになろうかと思いますけれども、道路、上の写真がござい

ます。ここにコンクリートが白く、路面から切り土の路面のところに白いコンクリート板が

ありますけれども、通常こういったところが植生をしますと草がいっぱい生えてきて、そう

するとどんどんどんどん草とか、例えば場合によっては木なんか生えてきて、ドライバーか

ら見たときに視距に支障になる場合が結構あります。そのために将来的な管理費を浮かして

いこうということを考えたときに、この草を刈っていく費用を長年ずっとやっていくことを

考えると、こういうコンクリート板で 低限ここの部分をしておけば草が生えてこないとい

うことで、今までコンクリート板でやっていたんですけれども、今度は新技術ということで

こういうポリプロピレンの材料を使ったものが安く新技術として開発されてきましたので、

これを試験的に使ってみようということでございます。 

○成田委員 承知しました。１，０００万ですね。もう少しドラスティックに何億コスト削減で

きましたみたいにお伝えいただくことは難しいでしょうか。 

○仙台河川国道事務所長 すいません、今頑張っておりますけれども、なかなかいいあれがなく

て、もう一つ、この付近、逆に非常に山のところは岩がかたくて、非常に困っているところ

がございました。その岩はなかなか捨てるところがないんですけれども、北上川の合流のほ

う、新北の河口のほうに持っていく予定でしたけれども、これをむしろ現場で砕石みたいに

破砕をして、工事用道路として使ったほうがむしろいいだろうということで、そういうのも

現場では、またちょっと申し訳ないんですけれども数千万単位なんですけれども、いろいろ

現場でできる工夫はやりながら実施しているところでございます。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○成田委員 はい、結構です。 

○平山委員長 試行してこれからいろいろ成果が出るんだと思いますけれども、注意して施工を

お願いしたいと思います。 
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  ほかに何かございませんか。どうぞ。 

○黒沢委員 草刈りのコストがかかるということですが、１メートル当たり大体１年でどのくら

いかかるのでしょうか。あとこのコンクリートの材料とポリプロピレン製の材料というのは

それぞれ何年ぐらいもつものなのでしょうか。もしかしたら刈ったほうが安いような気がす

るのですけれども。あと、こういう草刈りや何かをすれば地元に雇用が生まれますし、コン

クリートを設置すればその後はもう雇用は生まれませんので、ちょっとわかればお願いしま

す。 

○仙台河川国道事務所長 すいません、単価はあれですけれども、草刈りは今まで昔だと平均、

低１回もしくは２回ぐらいをやっておりました。現在、道路のメンテナンス関係の予算が

非常に厳しいということで、メンテナンス関係の予算を減らして、草刈りあるいは日常の管

理、例えば粉じんとか、そういう予算もどんどん今減らしております。ですから、草刈りを

年１回もしくは２回ずっと、例えば仙台河川国道事務所が管理する延長だけで５００キロ近

い延長があるんですけれども、それをやっていくということはかなり今予算的にできなくな

ってきていまして、それで今、逆に地域住民から草刈りをしてくれという非常に大きい要望

があるんですけれども、本当に限られたところだけでやらせていただいているというのが現

状でございます。すいません、単価はちょっと今まだ手元にございません。 

○黒沢委員 たぶんそれよりも予算がどのぐらいかかるか、のほうが重要な気がするのですが。

ここだけの問題じゃないのですが、日本のまずいところは維持コストをかけないでつくるこ

とばっかりお金をかける。それによって、結局維持のための雇用など、その地域にずっと継

続して生まれるはずの雇用というのをなくして、時々どんとつく予算に依存するような不安

定な人を増やしているようなことにもつながると思います。ここで言ってもしようがないこ

とではあるのですが、一応参考のためにどちらがどのぐらい効率的なのかというのを聞かせ

ていただけたらと思います。 

○仙台河川国道事務所長 後ほど調べてご報告したいと思います。 

  それから１つ追加させていただきたいと思いますけれども、ここは自動車専用道路で、しか

も完成形も４車線じゃなくて２車線でございます。そのために草を刈るとなると、場合によ

っては通行規制をかけなきゃいけないということの手間もあるのかなというふうに今考えて

いるところでございます。データは後ほど調べたいと思います。 

○黒沢委員 材料のもつ期間ぐらいはわかりませんか。 

○仙台河川国道事務所長 ちょっとすいません、今、手持ちが、耐久性ですよね。何年ぐらいと
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いうような。 

○黒沢委員 大ざっぱで構いません。オーダーで構いません。数十年なのか、数百年なのか、半

永久なのかとかですね。 

○仙台河川国道事務所長 このポリプロピレン全体がどのぐらいというのはわからないんですけ

れども、オーダー的に私どもは３０～４０年ぐらいはもつんじゃないかなというふうに思って

おります。 

○黒沢委員 コンクリートのほうは。 

○仙台河川国道事務所長 コンクリートのほうはもう、これは、そうですね、これやり出してま

だ新しいんですけれども、たぶん同じように３０年、４０年は十分もつんじゃないかなと思い

ます。まだ逆にこれをやって３０年、４０年たったこともないので、データはまだございませ

ん。 

○黒沢委員 というと、大体１メートル当たり年間数百円かけて草刈るのと大体つり合うぐらい

ということですね。 

○仙台河川国道事務所長 すいません、その比較はやっておりませんので、草刈りとはですね、

後ほど検討してご報告したいと思います。 

○黒沢委員 採算ラインでいうとというだけです。どうもありがとうございます。 

○平山委員長 黒沢委員、よろしいですか。今後、またの機会に資料を出して下さい。 

  ほかに何かございませんか。なければお諮りをしたいと思いますが、これは従来どおりの評

価の考え方で原案どおり継続ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）あり

がとうございます。それでは、そのように原案どおりお認めということにいたします。 

  次に、要点事業でございます。要点事業は一括説明、一括審議でお願いをしたいと思います

が、６件ございますので、説明をお願いいたします。 

○道路計画第一課長 それでは、資料４をご覧ください。要点審議の事業となってございます。 

  まず１枚おめくりいただきまして、上の目次でございます。６件対象事業がございます。復

興道路・復興支援道路につきましては、１番目から５番目が復興道路・復興支援道路になり

ます。 後の鰺ヶ沢道路は通常事業でございます。 

  １点目と２点目につきましては、事業費増が今回なかったところでございます。３番目から

５番目が事業費増加を行っているところでございます。 

  まず、１つ目の事業、宮古中央～八戸ジャンクションの三陸沿岸道路でございます。１ペー

ジ目に事業概要を書いてございます。ちょっと大変申し訳ないんですが、ある程度、資料の
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ページを飛ばさせて要点を説明させていただきたいと考えてございます。 

  ２ページ以降、事業の概要になってございます。１９ページをご覧ください。新規事業化し

てからの要因変化としては、カーフェリーの航路が三陸沿岸道路の整備が進むことによって

航路開設が決定してございます。これが平成３０年予定ということで、こういった動きも見

られているということでございます。 

  続きまして、２０ページでございます。従来、三陸沿岸道路では店舗出店エリアが空白地帯

でございました。それが三陸沿岸道路の整備によって新しく新久慈営業所とか新釜石営業所

ということで、雇用人数それぞれ２５人程度確保されるといったことでございます。こうい

った効果も今後きちんと丁寧に拾い上げてまいりたいと考えてございます。 

  ２１ページ、２２ページにコスト縮減の取り組みを記載させていただいてございます。資料

のような中身となってございます。２２ページにつきましては、新技術の活用によってコス

ト縮減といったことになってございます。 

  ２３ページは防災機能の評価の中身を載せてございます。 

  続きまして２４ページ、事業の２つ目でございます。三陸沿岸道路釜石～宮古間でございま

す。これにつきまして３２ページをご覧ください。新規事業化から新たな動きとしては、ラ

グビーワールドカップが釜石で行われることが決定してございます。釜石だけでは宿泊施設

が不足してございますので、宮古とか中央の花巻、北上とかそういったところと連携しなが

らやっていく必要があると、そういったことを支援する道路にもなるといったことでござい

ます。 

  ３３ページには木材について、木材の林業振興を支援しているといった資料となってござい

ます。 

  ３４ページには、ここも新技術の活用といったことで、活用事例を記載させていただいてご

ざいます。３５ページも同様でございます。 

  ３６ページに防災面の効果を載せてございます。 

  ここまでの２事業は事業費増がない事業でございます。 

  続きまして３７ページ、これが３つ目の事業でございます。宮古盛岡横断道路。今までは三

陸沿岸の縦軸でございましたが、続きまして横軸でございます。宮古～盛岡でございます。

概要については３７ページのものでございます。 

  続きまして、４９ページをご覧ください。先ほどご指摘いただいたように三陸沿岸はやはり

漁業が主要な産業となってございます。宮古市においてはサケがよくとれるといったことで
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ございます。それが内陸部に輸送されるところで有効に機能するといった資料でございます。 

  また、５０ページには宮古市コネクタ製造、コンピューターとコンピューターの接続のつな

ぎ目のところなんでございますが、ここの製造が有名でございまして、ここも部品としては

揺れとかに弱いので、高規格道路ができるとこういう産業支援の効果もあるといった中身で

ございます。 

  ５１ページは同じくフェリー就航の中身でございます。 

  ５２ページからが事業費増の今回の中身となってございます。２２億円増額でございます。

１点目は残土運搬距離が延びることによって１９．８、また法面対策工の変更として２．２

億円が増加となってございます。 

  中身につきましては５３ページをご覧ください。当初、右側の絵に青丸で×と書いたところ

を受け入れ地として考えていたんですけれども、これが実質、地元住民と調整の結果、そこ

に運ぶことではなくなって、ほかの事業で使うところに転用したということでございます。

輸送距離が増えての２０億ということでございます。また、法面対策工についても、潜在亀

裂が発見されたために法枠工を施工するもので、２．２億円の増加となってございます。 

  ５５、５６ページについてはコスト縮減の取り組みについて記載させていただいてございま

す。 

  ５７ページに防災面の効果が大きい事業における評価ということで、防災面の評価を載せて

ございます。 

  続きまして５８ページ、２本目の横断軸でございます。釜石秋田線、釜石から花巻を結ぶ道

路でございます。 

  ６７ページをご覧ください。新規から新たな再評価の必要性の認識でございますが、橋野鉄

鉱山が世界遺産登録となってございます。こういった意味で観光周遊に寄与する道路にもな

り得るというふうに考えてございます。 

  ６８ページは先ほどと同じようにラグビーワールドカップの記載をしてございます。 

  ６９ページ、事業費増加の中身でございます。トンネル工の増加が１０億円、法面工が１３

億円、土工が３億円で、合計２６億円となってございます。 

  ７０ページでございます。トンネル掘削支保パターンの変更で、当初想定していた岩よりも

ろい岩が多く出るようになってございまして、それの分、破砕のお金がより多くかかってプ

ラス１０億円となってございます。 

  ７１ページが、次が法面安定対策の変更でございます。ここにつきましては、平成２７年３



-30- 

月大雨によって法面が崩落してございますので、そこについて補強してございます。その分

で１３億円増加となってございます。 

  また、７２ページにつきましては巨大転石が出てきたことによって、割るお金が必要となっ

て３億円増加となったものでございます。 

  ７３ページ、７４ページにつきましては、コスト縮減の取り組みを記載させていただいてい

ます。 

  ７５ページにつきましては、防災面の機能評価の考え方でございます。 

  ７６ページにつきましては、 後の復興支援道路、相馬～福島でございます。 

  ８９ページでございます。新たな動きといたしまして、ＬＮＧの受け入れ基地が平成２９年

度に操業開始することが決定してございます。そういった意味で、ＬＮＧの輸送等でこの道

路が使われるといったことでございます。具体的に、新聞にも書いていますが、将来的には

２，０００人とかそういった規模の雇用が生まれるというふうに書いてはございます。 

  ９２ページでございます。事業費増加の中身でございます。２点ございまして、復興残土の

提供による運搬距離の増加による５億円増加と、あと放射能対策として４９億円増加となっ

てございます。 

  中身につきましては、９３ページをご覧ください。９３ページは当初予定よりも運搬距離が

調整の結果延びたといったものでございます。 

  ９４ページにつきまして、福島県特有の課題でございますが、放射能対策に係る費用といた

しまして、右側の絵にあるように、一時保管所全景と書いてあるように、左側が相馬福島道

路で、右側に大きく放射能で表土とか切った木とかのところが全部保管場所を確保しなきゃ

いけないことになりまして、そこでお金が対策費４９億円かかってございます。内訳につい

ては表に載っているところに記載させていただいてございます。 

  ９５ページ、９６ページがコスト縮減の中身を載せてございます。 

  ９７ページ、防災面の効果の考えを記載させていただいてございます。 

  ここまでが復興道路・復興支援道路の事業説明となってございます。 

  後に、通常事業といたしまして鰺ヶ沢道路でございます。鰺ヶ沢町からつがる市を結ぶ道

路でございます。 

  １０２ページをご覧ください。ここの道路につきましては、１０２ページの右上にあるよう

な視程障害、地吹雪が発生してございます。こういったことにも高規格道路は強さがありま

すので、そういったことにも寄与する点でも資料をまとめさせていただいてございます。 
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  １０３ページが医療の話、１０４ページが観光に寄与するといったことを説明させていただ

いています。 

  １０５ページでございます。今回、２７年度が開通予定年度なんですが、遅延の可能性が今

発生していることと、あと一部起点区間にまだ用地が難航していて、残工事が残ります。そ

のために今回、再評価かかって継続の判断をいただきたいと考えてございます。 

  １０６ページにはコスト縮減の取り組みが書いてございます。この内容につきましては、前

回の事業評価の通常事業のときの再評価でも記載した内容と同様の中身でございます。 

  後のページに、前回の評価時に３２億円増加してございまして、その分、今回の見込みで

どこまで変わったかといったことで、今回もいろいろ添加量の見直しとかして、同じ増額の

範囲でおさまるようにしまして、事業費としては前回評価から変わってございません。そう

いったことで継続の判断をいただきたいと考えてございます。 

  要点審議の説明は以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。要点事業６事業ですか。特徴的な点の説明でございま

した。何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

○成田委員 すごく素朴な質問でございます。例えば資料の１０２ページで、五所川原～鰺ヶ沢

の道路なんですけれども、こういう道路というのは例えば熱線を入れて融雪の機能をつける

と、どれぐらいコスト高になると考えておけばよろしいんでしょうか。例えば堆雪の幅とか、

それからあと冬の間の除雪作業等を勘案したときに、融雪の機能を備えた道路というのは可

能性としてはないものなのかなと。どれぐらい実現までに乖離があるのかなというのをちょ

っと知りたかったんですけれども。ざっくりとした感じで結構なんですが、もしおわかりに

なればお願いします。 

○青森河川国道事務所長 青森河川国道事務所の石塚と申します。今般の道路につきましては、

自動車専用道路ということでございまして、したつきのところでよく雪を捨てるような施設

がありますけれども、そういう形ではなかなかなりづらいということかと思います。また、

一般道のところでも融雪溝がありまして、そこに融雪するという形もありますけれども、そ

このところにつきましては住民の方々から協力いただくという前提になりますので、地域で

そういう条件が整わないとなかなかできないということになりますし、電気等を使って解か

すということになりますと、コストは相当かかる、維持費を含めたコストとランニングコス

トがかかるということになろうかと思います。ちょっと数字的なところは持ち合わせており

ませんけれども、そういうことになろうかと思います。 



-32- 

○成田委員 ありがとうございます。今は実現できないとしても、東北、特に日本海側とか雪の

多い地域からの声としてはやはり融雪機能を持って安心して走れる道路というのは非常にも

っと声高に言っても実現していくべき方向に、未来ですね、あるのかなというふうに、次の

世代に道路を渡すといったときに、そのときに例えば研究開発等でコストが下がるといった

ような将来の楽しみがあってもいいのかなと思ってお聞きした次第でございました。ざっく

りした質問で申し訳ございません。 

○平山委員長 ありがとうございました。今のお話に関連して、この三陸沿岸の自動車道路は八

戸のフェリーをおりた大型のトラックと、それから地域の集落に配慮したインターチェンジ

の配置がありますので、生活車両も結構入ってきて、そういう大型のものと速度の遅い小型

のものが混在するような道路の形態というのがある程度予想されるんですが、そういうとき

に追い越し車線とか、安全対策というのはどんな考慮をされているか、ちょっとお話しいた

だきたいんですが。 

○局長 じゃあ、私から。三陸沿岸道路の計画をして事業化したときに、これさっき説明があり

ましたけれども、もう２車線にしたんですね。高速道路は普通４車線計画が多くて、とりあ

えず暫定２車線という計画が多いんですけれども、ここはもうまさにコスト縮減ということ

もありまして２車線にしました。ただ、先生おっしゃるとおりに、そうするとどうしても追

い越しができないとか、大型車の混在の問題があるので、追い越し車線をかなり密につけて

います。ちょっと私、数字は今わかりませんけれども、何キロおきぐらいにつけているんで

したっけ。結構つけていますよね。そういうことに配慮は一応しているということです。 

○道路計画第一課長 大体１０キロ間隔でつけているというふうに認識してございます。 

○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。もう一つ、この道路、非常に高いところを通っていますが、三

陸沿岸というのはあまり高い山はないので、結局トンネルで抜くか、切り土にするかという

判断が非常に難しいような感じがするんですが、宮古中央と八戸の写真などを見ても、トン

ネル上の土かぶりが非常に薄いと。そういう判断というのはどういうような基準でやられて

いるんですか。 

○道路工事課長 基本的には切り土高が６段から８段程度、これを境にトンネルが安いのか、切

り土が安いのかというふうな部分の判断はさせていただいております。ただ、トンネルの真

ん中部分が非常に土かぶりが薄いという部分があるんですが、ここの部分はそこだけを明か

りにして切り土形状にしたほうがいいのか、掘削の施工としてコスト的に１本のトンネルと
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して補助工法をしても安いのかという部分はその場所場所で考え方を変えましてやっており

ます。 

○平山委員長 ありがとうございます。安全と値段というか、事業費の比較でやっておられると

いうことで、ありがとうございます。 

  ほかに何かございませんか。 

○局長 すいません、私から、雪の関係ですけれども、津軽自動車道というのは非常に地吹雪が

強いところなんですよね。ですから、路面の凍結も大事なんですけれども、まずはここは地

吹雪防止の柵というんでしょうか、それをしっかりとつけるようにしています。それから、

もちろん電気でやるか地下水でやるか、路面を少し温かくして雪を解かすといいんですけれ

ども、先ほどちょっと説明があったように非常にコストがかかるということと、あと雪の降

り方がすごすぎて、なかなか解けないんですね。ですから、そこはそれでちゃんと塩という

か、雪を解かすものをまいて、除雪をしっかりする体制を組んでいますので、そちらで対応

をすることになろうかと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。ほかにございませんか。 

  なければ、お諮りをしたいと思いますが、６事業を一括して決めたいと思います。この６件

につきまして原案のとおり継続という対応方針にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは、審議のほうはこれで終わりでございまして、これから報告に入るわけでございま

すが、ちょっと長い会議になりましたので、５分間休憩しましょう。よろしくお願いします。 

              

   〔 休 憩 〕 

４．報 告 

○平山委員長 それでは、委員会を再開したいと思います。 

  ４番の報告事項に入ります。報告事項、河川関係１０件ございます。一括で説明はできるだ

け簡潔にお願いをいたします。 

○河川調査官 河川調査官の野仲でございます。よろしくお願いいたします。座ってご説明させ

ていただきます。 

  それでは、資料６－１をご覧ください。河川事業に関しましては、河川整備計画に係る学識

者懇談会等があればそちらで審議を行った上で本局の事業評価監視委員会に報告することと

なっておりますので、学識者懇談会の結果について報告させていただきます。 
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  ６－１の１ページ、１枚めくっていただきますと、１ページ目に今回の報告事業の位置図を

載せております。北の青森の１番馬淵川直轄河川改修事業から、黒字が河川事業でございま

す。青字の９番岩木川総合水系環境整備事業、１０番阿武隈川総合水系環境整備事業、青字

が環境整備事業でございます。 

  もう１枚めくっていただきまして、２ページ目がそれぞれ１０の事業の事業名、委員会・懇

談会名、事業期間、総事業費、Ｂ／Ｃ、主な意見、審議結果ということでございます。 

  まず、簡単にどのような事業を行っているかというのを、資料６－２で馬淵川だけご説明さ

せてください。資料６－２の１ページ目をご覧ください。馬淵川直轄河川改修事業ですけれ

ども、目標とする流量が戦後 大洪水の昭和２２年８月洪水となっております。それぞれほ

かの水系も、整備計画の目標はおおむね戦後 大洪水ということにしております。ここで言

いますと、事業期間が平成２１年度から平成３７年度。全体事業費は８４億円ということに

なります。 

  真ん中右のほうに、今後の事業スケジュールとございまして、河川整備の主なメニューがこ

こに書いてありますとおり、堤防の整備、河道の掘削、堤防質的整備と書いておりますけれ

ども、これは地震に対する耐震工事を行ったり、漏水に対する浸透対策を行うことが質的整

備と言っております。こういった堤防、掘削、質的整備、この３本柱に加えて、馬淵川につ

きましては河川防災ステーションといいまして、いざ出水時に水防資機材を置くようなスペ

ース、またヘリコプターが離着陸したり、ポンプ車、災害支援車を置くようなスペースを整

備するのが防災ステーションでございます。 

  資料６－１の２ページ目に戻ってもらってよろしいでしょうか。２番目が北上川直轄河川改

修事業ということでございます。事業メニューは先ほど言いました堤防、河道掘削、質的整

備に加えて、北上川直轄河川改修事業は一関遊水地を含んでおります。 

  ３番目は一関遊水地だけ特出ししたものでございます。大規模事業につきましては、大規模

事業単独として評価することになっておりますので、３番目が一関遊水地でございます。 

  ４番目が鳴瀬川直轄河川改修事業、事業メニューは堤防整備、河道掘削、質的整備というこ

とになっております。 

  ５番目、名取川直轄河川改修事業、こちらのメニューは馬淵川と一緒で、堤防整備、河道掘

削、質的整備に加えて防災ステーションを整備することにしております。 

  ６番目、米代川直轄河川改修事業、こちらは堤防と掘削と質的整備を行うことになっており

ます。 
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  ７番目、赤川直轄河川改修事業、こちらは堤防のほうはもうでき上がっておりまして、河道

の掘削と質的整備、もう一つ、下流側に床止という堰のようなものが２基ありまして、そち

らの改築というものが入っております。 

  ８番目、阿武隈川直轄河川改修事業、堤防の整備と河道掘削と質的整備に加えて、浜尾遊水

地が入っております。 

  ９番目、環境整備事業です。岩木川総合水系環境整備事業は水辺の整備と、川にアクセスし

やすいように散策路をつくったり、階段をつくったり、高水敷を生成したりする水辺整備と、

自然再生事業を行っております。魚がのぼりやすい川づくりということで、魚道の改築や瀬

や淵の再現という事業を行っております。 

  １０番目、阿武隈川総合水系環境整備事業、こちらは水辺整備ということで、散策路、階段

等の整備を行っているというものでございます。 

  事業期間につきましては、１番目の馬淵川直轄河川改修事業だけ１７年と、普通、河川整備

計画はおおむね３０年で行っておりますが、馬淵川につきましては平成２３年と２５年の出

水を受けまして集中的にお金を投資して事業を実施したため、当初は３０年の予定だったん

ですが、１７年間に短縮されております。あとは河川整備計画はおおむね３０年の計画でご

ざいます。一関遊水地につきましては５５年間の長い計画になっております。 

  総事業費と費用対効果分析Ｂ／Ｃはそこに書いてあるとおりで、いずれも１を上回っており

ますので、事業の投資効果としては妥当であるという結果をもらっております。 

  主な意見のところですけれども、馬淵川のところでいきますと、順調に進んでいると、でき

るだけ早く整備をよろしくお願いしたいという意見をいただいております。 

  ３番目、一関遊水地におきましては、一関遊水地事業のストック効果にあるとおり、Ｂ／Ｃ

や被害軽減期待額以外にプラスの効果があると。これは経済波及効果とか観光客の増加とか

そういったものもあって、よい事業ではないかという意見をいただいております。 

  ４番目、鳴瀬川直轄河川改修事業、こちらは皆さんもご承知のとおり、今年９月の関東・東

北豪雨で鳴瀬川水系の吉田川とか支川の渋井川という県の区間もあるんですけれども、そこ

で大きな被害が出ましたので、計画の見直しはどうかというふうに聞かれまして、現在いろ

んなデータを検証して、必要に応じて整備計画を変更するというふうに回答しております。 

  ５番目、名取川直轄河川改修事業におきましては、河口部のアサリの漁場になっているとこ

ろの砂の堆積を除去していただいて、これは治水上も環境上も非常にありがたいという意見

をいただいております。 
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  ６番目、米代川でございますけれども、こちらは平成１９年に豪雨を受けまして、その後、

下流部の能代市を中心に予算を集中投資して事業を行ってまいりました。ということで、そ

の事業を行った結果、その後起こった２１年、２５年の洪水では床上浸水被害がなくてよか

ったという意見をいただいております。 

  以上をまとめますと、Ｂ／Ｃも１以上、主な意見も特に前向きな意見をいただいております

ので、審議結果は１０事業とも全て事業の継続は妥当と判断するという審議結果をいただい

ております。 

  以上、河川事業の報告でございました。 

○平山委員長 ありがとうございます。１０の事業につきまして、各河川で持っております河川

整備学識者懇談会等の審議結果のご報告がございました。これにつきまして、何かご質問、

ご意見等ございませんでしょうか。 

  １つ、先ほどお話にありましたように、いわゆる外力、計画の見直しの議論が進んでいると

いうお話があって、確かに 近は、これまで東北にみられなかった竜巻とか、新たな事象が

出てきているので、何か変動期に入っているなという感じがするんですけれども、そういう

ことのほかに河川ごとの整備の格差みたいなものはあるんでしょうか。 

○河川調査官 先ほども申し上げましたけれども、整備計画の目標は各水系ともおおむね戦後

大規模ということで、確率評価でいえば４０分の１、４０年に１回の洪水から８０年ぐらい

に１回の洪水ということになっております。ということで、一応バランスはとれていると思

っております。 

○平山委員長 ありがとうございます。ほかに何か。 

○河野委員 上位計画と費用便益分析との関係性をちょっとお聞きしたいんですけれども、上位

計画で河川ごとに３０分の１とか５０分の１とか決められていますよね。それに対して、そ

れを決めた後、費用便益分析をやって、今回のプロジェクトはＢ／Ｃで１を超えるとか１を

超えないとかやるわけですけれども、そうすると上位計画のそもそも３０分の１が例えば人

が住んでいなかったりしたらＢ／Ｃが低いとか、あるいはたくさん住んでいたらＢ／Ｃが高

いとかになるんですけれども、そうすると上位計画を見直しせざるを得ない場合が生じてく

るんですが、普通はやらないですね、上位計画をまた見直すということはやらない。という

ことは、上位計画というのは一体何のためにあるんですかね。私から見ると、その上位計画

は必要なくて、費用便益分析で各プロジェクトを評価しながら、常に河川のレベルを上げて

いくというほうがいいのかなと思うんですが、上位計画があるせいで時々問題が起こってい
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るような気がするんですが、上位計画と普通のプロジェクト評価の関係性をちょっと教えて

いただけるといいかなと思います。 

○河川調査官 まず、河川整備計画の上にもう一つ、本当の上位計画があります。河川整備基本

方針というのがありまして、各水系の１００年後、２００年後ぐらいにどのような姿にして

いくかと。雨の確率でいえば１００年に１回とか１５０年に１回という、まずそういう大き

な基本方針というものがあります。その方針に向かって、今後２０年間か３０年間で行う計

画というのが河川整備計画になっております。河川整備計画を策定する上では、まずその２

０年３０年の計画の妥当性ということでＢ／Ｃを評価して、まず１以上であることが大前提

で、あとは河川整備は上下流のバランス、左右岸のバランス、都市部なのか地方のほうなの

か、資産の集中度合い、総合的に判断して事業の優先順位を決めているところでございます。 

  今６－１の資料にＢ／Ｃしか載せておりませんけれども、先ほど前半の道路の資料にもあり

ましたけれども、河川でも残事業Ｂ／Ｃとか当面の事業のＢ／Ｃ、当面というのが大体５年

から１０年ぐらいの間のＢ／Ｃも出しておりまして、それらも勘案した上で事業の優先順位、

必要性を判断しているところでございます。 

  また、先ほどの鳴瀬川につきましては、戦後 大洪水が今回のほうが大きな洪水が出ました

ので、必要に応じて改定も必要なのかなということで今鋭意検討を進めているところでござ

います。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○河野委員 もう少し具体的に言うと、長期計画で例えば３０分の１を目標としますというふう

に地元に説明していて、実際Ｂ／Ｃを見ると３０分の１というのはとても出ないと、もっと

堤防が低くてもいいというようなことがあり得るんですね。そういう場合に、でも地元は期

待していますのにＢ／Ｃが出ないからつくりませんよというような言い方にならざるを得な

いんですけれども、そうするとその上位計画は一体何のためにあるのかなというふうに、そ

ういう具体的な事例もあるんですが、なぜ上位計画を 初につくるんですかね。それの効能

というのか、何かそういうのはあるんでしょうか。 

○河川部長 河川部長ですけれども、今のご指摘なんですけれども、我々、直轄河川改修事業を

やっている部分というのは、川というのは上流から下流まで流れているわけでございまして、

もちろんそういった上位計画、今言っている整備計画が３０分の１だと、一気にそこまで普

通、下流から順番に３０分の１ずつとか、あるいは人が住んでいるところだけ３０分の１と

いうところになりますと、これは人為的に田んぼがあるところからあふれさせるようなこと
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になりますので、一般的には段階的に整備をしていくというのが普通です。しかも、例えば

背後地の重要性だとか、あるいは被害の大きさ、それから頻度の多さみたいなものも指標に

しながら、もちろんＢ／Ｃも優先に入れていきますけれども、私ども将来的にはそのＢ／Ｃ

の評価でもって全体の整備計画が１を超えているということであれば投資する意味がありま

すので、段階的に事業を進めた上で３０年後には今の状況が変わらない限りはそういったと

ころの目標にする整備レベルまでは、住民の要望があるとかないとかということとは別にし

て、ナショナルミニマムの達成のためにはそういった整備をやりたいというのが行政として

の目標だというところでございまして、もちろん予算等々の制約も現実的にありますけれど

も、そういったようなものについては我々のＢ／Ｃも含めて妥当だという判断のもとに長期

的に事業を実施していきたいというのがその上位計画を定める意味でございます。 

○平山委員長 よろしいですか。 

  ほかに何かございませんか。 

  なければこれぐらいで、報告、了承ということで終わりにしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

  それでは、本日予定をしていた審議事項、報告事項、全て終わりましたので、議事概要の取

りまとめを行いたいと思いますが、ちょっと休憩したほうがいいですか。それとも、このま

ま待っていていいですか。 

○司会 大丈夫です。 

○平山委員長 大丈夫ですか。それでは、準備できたようでございますので、このまま続けて進

めたいと思います。 

  それでは、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 

  ・道路事業 再評価 審議結果 

   一般国道４５号 登米～釜石 

   一般国道４５号 矢本石巻道路 

   一般国道４５号 宮古～八戸 

   一般国道４５号 釜石～宮古 
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   宮古盛岡横断道路 一般国道１０６号 

   東北横断自動車道釜石秋田線 一般国道２８３号 

   一般国道１１５号 相馬～福島 

   一般国道１０１号 鰺ヶ沢道路 

  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。 

  事業費の増加については、工種ごとに理由・要因を分析し、将来の事業費の予測精度の向上

に努めていただきたい。 

  防災機能の評価について、可能な限り客観的でわかりやすい判断指標となるよう、検討を進

めていただきたい。また、復興道路・復興支援道路は「人の命を守る」目的も大きいので、

Ｂ／Ｃだけでなく、人の姿が見える説明も行うべき。 

  復興道路・復興支援道路は、被災地の復興に極めて重要であると認識するが、地質調査の精

度向上等に努め、適切なコスト管理を求める。 

  ２．委員会報告事項について 

  ・再評価報告 

   馬淵川直轄河川改修事業 

   北上川直轄河川改修事業 

   北上川上流直轄河川改修事業（一関遊水地） 

   鳴瀬川直轄河川改修事業 

   名取川直轄河川改修事業 

   米代川直轄河川改修事業 

   赤川直轄河川改修事業 

   阿武隈川直轄河川改修事業 

   岩木川総合水系環境整備事業 

   阿武隈川総合水系環境整備事業 

  以上について、各学識者懇談会、河川整備委員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。 

  「以下の意見があった」のところの３つ黒ポチがございますが、ここについて皆さん何かご

ざいますか。 
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○黒沢委員 なかなか妥当なコメントをつけていただいてありがとうございます。 

  １点なんですが、中ポチの２つ目のところの 後の文章で、Ｂ／Ｃだけでなく、人の姿が見

える説明も行うべきという、かなり曖昧な表現になっていましたが、議論の中では受益者数

がわかるような説明も行うべき、具体的な数値を出したほうがいいと、受益者とか助かる人

数ですね、そういった意見だったと思うので、もうちょっとわかりやすい表現ができないで

しょうか。 

○企画部長 「Ｂ／Ｃだけでなく、受益者数など」ですかね。「受益者数など」。できる限り数

値で。 

○黒沢委員 そうですね、だから「Ｂ／Ｃだけでなく、受益者数がわかる説明も行うべき」みた

いに、ちょっとシンプルにしすぎかもしれないですが。 

○企画部長 そうですか、はい。 

○黒沢委員 要するにどれだけの人が助かるかとか、指標の中に人の数なんかも入れたほうがい

いんじゃないかというご意見が多かったと。 

○企画部長 はい。 

○平山委員長 数値的なわかりやすい表現というのは皆さんご意見で出ていましたけれども、今

こういうことを詰めている過程にあるということなので、 後のところの「努めるべきであ

る」とか、そういうような表現のほうがいいような感じがするんですけどね。 

○企画部長 受益者数など数値的にわかりやすい説明に努めるべきである。 

○平山委員長 どうでしょう。よろしいですか。 

  ほかに何かございますか。 

  それでは、今の修正を加えて、議事概要について了承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。 

  それでは、事務局お願いします。 

 

５．閉 会 

○司会 長時間のご審議ありがとうございました。 

  以上をもちまして、平成２７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、次回委員会は今年度 後の委員会となりますが、事後評価に関する委員会を２月の中

旬から３月上旬に予定したいと思います。詳細につきましてはまた別途ご案内いたしますの
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で、委員の皆様方には日程調整等、どうぞ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。 

 

 


