
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７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２８年３月２日（水曜日） 

    １５：３０～１８：１５ 

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４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。 

  初に、報道関係の方にお知らせします。本日の委員会に関しては、規約上、写真、テレビ

カメラ等の撮影は冒頭のみとなりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、 初に本日の資料の確認をいたします。お手元に、資料の配付一覧表というもの

がついてございますが、１枚めくっていただきまして、本日の次第、そして出席者名簿、今

日の配席図、そして本日の審議対象の位置図、それから、資料１－１から資料１１まであり

ます。不足の場合はその都度お申しつけいただければと思います。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、河野委員、竹内委員、成田委員が所用のため欠席となっております。１

１名中７名の委員の出席で開催させていただきます。 

  ここで、１月２９日付で東北地方整備局の幹部職員に人事異動がありましたので、ご紹介さ

せていただきます。小谷野副局長でございます。 

○副局長 小谷野でございます。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、川瀧局長からご挨拶を申し上げます。 

○局長 川瀧でございます。 

  年度末、大変お忙しい中、ご参集いただきましてありがとうございます。 

  今日は第４回ということで、次第のとおりの案件がございますけれども、今月で東日本大震

災から丸５年ということになります。皆様のいろいろな意味での直接、間接的なご指導もあ

りまして、被災地の復旧・復興のほうも概ね順調に進んでいるのではないかというふうに思

います。大変どうもありがとうございます。 

  私、東京から参りまして、土木学会という学会があるんですけれども、そこの今日は５年を
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記念したシンポジウムというものがありまして、そこにちょっと勉強がてら出てまいりまし

たけれども、やはり、今後いろいろな教訓・課題をこれから生かしていこうと。それを東北

も生かすんでしょうけれども、他地域も含めて生かしていこうと、そんなトーンのシンポジ

ウムでございまして、福島のことも含めて幅広く議論がなされたということがあります。 

  今日は、第４回で今年度 後になりますが、今年度大変お世話になり、全部で２５件のご審

議をいただいたということだそうでありまして、大変どうもありがとうございます。引き続

き来年度もよろしくお願いしたいというふうに思います。 

  また、大変残念といいますか、今回、平山委員長、それから間庭委員のお２人が６年の任期

というルールがありまして、ご退任をされることとなっております。委員長、それから間庭

委員におかれましては、６年の長い間にわたりまして、当委員会においていろいろなご指導

をいただきまして、あるいは貴重なご提言・ご意見を賜りましたこと、この場をかりて御礼

申し上げたいと思います。 

  平山委員長におかれましては、河川工学の専門のお立場もあるんですけれども、幅広にご指

導いただきました。 

  また、間庭委員は、地域経済の専門家というお立場からも大変ご指導いただきました。 

  今後とも引き続きのご指導をいただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、本日の委員会におかれましても活発なご議論を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。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。 

  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。 

 

３．審 議 

○平山委員長 それでは、審議に入りたいと思います。 

  本日は年度末のお忙しいところ、委員の皆様にはご出席をいただきまして、本当にありがと

うございました。 

  局長がお話になりましたように、 後の委員会になるように努力をしてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、早速審議のほうを進めてまいりますが、説明は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。 

  １番目が、港湾事業の再評価１件の審議を行いたいと思いますが、今回はワーキンググルー

プを開催しておりませんので、重点事業として審議を行いたいと思います。 

  仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル整備事業でございます。 

  説明をお願いいたします。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 塩釜港湾・空港整備事務所長の佐野と申します。よろしくお願

いいたします。 

  それでは、資料１－１に基づきまして、仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル整

備事業再評価につきましてご説明申し上げたいと思います。 

  まず、表紙のところをおめくりいただきまして、上の方に事業の目的がございます。増加す

る貨物や船舶の大型化に対応した国際物流ターミナルを整備することによりまして、輸送コ

ストの低減を図ることを目的としております。 

  対象施設は、右の写真のほうの赤で着色された施設になっております。 

  平成２３年度から事業着手している事業について、平成２５年度に付帯施設等の追加を行い

まして再評価を実施して以降、費用・便益に関して状況変化があったことから、今回、再評

価を行いたいというものでございます。 

  ２ページ目に移りまして、写真がございますけれども、仙台塩釜港（仙台港区）の利用状況

を示しております。 

  平成２６年の取扱貨物量は、右下の円グラフのほうにありますとおり、約４，００７万トン

となっておりまして、過去 高の取扱実績となっております。 

  主な取扱貨物は、完成自動車、それからフェリー、原油等となっております。 

  ３ページ目をお願いいたします。 

  事業の必要性について説明を申し上げます。 

  仙台港区において、バルク船に対応する岸壁は現在水深１２メートル、これは左の方の上の

図になりますが、水深１２メートルが 大となっております。このため、穀物船の多くは積

載量を制限しまして喫水調整を行うなど、非効率な海上輸送を余儀なくされているという状

況でございます。そこで、水深１４メートルの岸壁を整備することによりまして、満載で入

港することが可能な、効率的な輸送が可能となります。 

  また、下の方の写真になりますけれども、中野埠頭につきましては、完成自動車とばら積み

の貨物が混在するなど、非常に混雑しているということから、新たな岸壁整備により岸壁不
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足を解消しまして、効率的かつ安全な輸送を図ることとしております。 

  ４ページ目をお願いいたします。 

  仙台港区は東北に立地している自動車組立工場の移出拠点となっております。 

  自動車メーカーによりますと、平成３２年ごろをめどに、主力となっている小型車を岩手工

場、宮城の大衡工場に集約することを、昨年、平成２７年１０月に表明しております。これ

によりまして、仙台港区における自動車の取扱量が増加する見込みとなっております。 

  ５ページ目に移ります。 

  前回評価との相違点につきまして、まず、便益の変更についてご説明申し上げます。 

  これまでの配置計画、これは上の図になりますけれども、水深１２メートル岸壁で取り扱っ

ているバルク貨物について、現在整備している水深１４メートル岸壁、右側の「新高松」と

書いてありますが、この岸壁にシフトすることで、船舶の大型化あるいは岸壁不足解消を図

ることとしておりました。 

  そして、下の方の図、新たな配置計画ですけれども、平成２７年１０月に明らかになりまし

た完成自動車増加に対応するために、バルク貨物に加えて、紙・パルプを水深１４メートル、

一番右側の方ですけれども、この岸壁にシフトすることと考えております。 

  ６ページ目をお願いいたします。 

  事業費の変更についてご説明申し上げます。 

  １点目の現場条件の不一致という項目が表の中にございますけれども、この付帯施設の整備

として、既設護岸を岸壁に改良する際に、既設の消波ブロックを新しい防波堤に転用するこ

とを計画していました。この左側の下の図面になります。「付帯施設の平面図」というもの

が付いております。 

  既設消波ブロックの撤去に昨年１０月に着手しまして、１２月中旬から水中部のブロックの

撤去を始めたところ、非常に固く締まった土砂で埋没しているところが相当見受けられて、

浚渫費用が発生するとともに、濁りの発生を抑えて慎重な施工が必要なことや、あるいはブ

ロックの多くが多く破損しており、転用不可能なことが判明しております。 

  このことによりまして、ブロック撤去費用の増加あるいは埋没土砂の撤去費用が発生すると

ともに、新たなブロック製作が必要となっております。下の方に写真をつけております。 

  ７ページ目をお願いいたします。 

  本事業に使用する資材のうち、石材につきましては、石巻産で計画をしておりましたけれど

も、近隣の復興工事と重なりまして、施工数量を確保できず、やむなく福島県の小名浜産あ
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るいは三重県の尾鷲産を使用することになり、運搬費が増加しております。 

  また、作業船につきましても、遠隔地から回航せざるを得ない状況になり、コストが増加し

ております。 

  完成予定につきましては、当初、平成２７年度の完成を予定しておりましたが、現場不一致

等によりましてブロック撤去期間が延長していること、あるいは転用不可となったブロック

の新規製作、そして据え付けが必要となったことによりまして、平成２９年度としておりま

す。 

  新たに製作するブロックの据え付けにつきましては、地元関係者によりまして、ちょうど真

ん中のスケジュール表ですけれども、「１０月上旬から２月中旬は実施しないでください」

というふうに言われているところです。このため、据え付け完了は平成２９年６月ごろとな

る見込みになっております。 

  費用便益分析につきましては、事業全体で１．１、残事業で７．２という結果になっており

ます。 

  ８ページ以降になりますけれども、Ｂ／Ｃの感度分析結果、定性的効果について示しており

ます。 

  ８ページの表の中ほど下のところになりますけれども、事業全体の費用便益比のところにな

りますけれども、基本ケースでＢ／Ｃが１．１となっております。これに対して、感度分析

の結果、１．０から１．２の範囲になっております。 

  ９ページにつきましては、残事業で基本ケース、ちょうど表の中ほど下、費用便益比７．２

というところがございますが、この基本ケースの７．２に対しまして、感度分析の結果は６．

５から８．０の間の分布となっております。 

  １０ページにつきましては、まとめとなります。 

  ここまでご説明申し上げましたとおり、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。対応方針として、事業継続の提案をさせていただきます。 

  どうぞよろしくご審議をお願いいたします。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  新高松埠頭という水深１４メートルの埠頭用地、泊地、それに伴う航路、それと付帯施設

等々の事業でございまして、工期が２年伸びたということと、事業費も３８億円増加したと

いうあたりがご理解いただけるかということだと思います。 

  ご意見、ご質問ありましたらお願いをしたいと思いますが。いかがですか。浜岡委員、あり
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ますか。 

○浜岡委員 秋田大学の浜岡です。 

  今回、突然のことで工期が延びてしまうということなんですが、それを逆にチャンスとして

というか、１年半ぐらいでしょうか、工期が延びるということになりましたので、例えばで

すが、５ページに示されました新たな配置計画というものもさらに変えていくということも

あるのかと思われたのですが、つまり、自動車が増えてきているということで、これまでの

配置計画から新たな配置計画に変えましたが、これをさらに変える必要性というのはどの様

にお考えなのかということを教えてください。 

○平山委員長 いかがですか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 仙台塩釜港の仙台港区につきましては、震災前の貨物量に対し

て、平成２６年の値で２割増しという貨物の活況を呈している状況にございます。 

  このため、今回この再評価に当たりまして、港湾管理者とよく相談を行いまして、やはり、

自動車が２割増しの貨物量の牽引を行っていることから、自動車の貨物を、完成自動車の移

出を何とかこの中野埠頭で今後も継続していくということから、こういう新たな配置計画を

現時点でつくったところでございます。 

  これからまた、浜岡先生ご指摘のとおり、１年半という中でさらにいろいろな動きが出てく

ることも想定されます。そういったことについては、港湾管理者とやはりよく相談をして、

そして、新たな動きに対して迅速に、利用者のために新たな対応ができるような、そういう

計画を柔軟に考えていければというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○浜岡委員 ありがとうございます。 

  ５ページに示されました新たな配置計画というのは、とりあえずの計画としてあるんですが、

さらに自動車が増えたとなると、またこれはうまくアレンジをするということで、この計画

の中でうまく行けるということでよろしいのでしょうか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 完成自動車の移出が増えたとしても、こういう配置計画の中で

対応できるというふうに現時点では考えております。 

○浜岡委員 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した。 

  ほかに何かございませんでしょうか。北林委員。 

○北林委員 既設の消波ブロックを再利用するということでしたが、６ページ右下の図で、この
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土砂に埋没した部分が壊れて使えないということなんですよね。 

  それで、埋まっていないピンクのところを使われるということなんだと思いますが、壊れて

いないにしても、設置してから結構な年数がたっているのではないかと思います。経費節減

はわかるのですが、建築の方でもコンクリートには耐用年数がありますので、数年でまた新

しいものに取り替えなければならないようなことが起きるのではないでしょうか。耐用年数

と再利用の計画をどのように判断されたか伺いたいと思います。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 今の６ページの左下の図面にありますけれども、付帯施設の平

面図というのがついていまして、既設護岸、それからブロック転用先というものがございま

す。ブロック転用先のほうは新しい防波堤として整備しているところ、こちらの方に既設護

岸のブロックを移設するというものですけれども、この既設護岸、それからちょっと左側の

方に北防波堤というものが小さな字で出ていますが、ここの施設は、昭和４３年から大体昭

和４６年あたりで大方できたところになります。それから大体半世紀近くたっているという

ところでございます。 

  ブロックにつきましては、コンクリートなど、やはり健全性がちゃんと確保できているかど

うかということについては確認をしておりまして、ただし、表面上はブロック自体が、外か

ら見ると壊れているブロックは少なく見えるんですが、壊れたブロックは奥のほうに入って

いて沈んでいたりするというところで、上のほうを取っている部分はまだましだったんです

が、だんだん徐々に徐々に取っている深度が深くなりますと、壊れているブロック、ちょう

ど形状としてはこういうテトラ型のブロックなんですけれども、これが４本の角が生えてい

るんですが、この角がばらばらになっていたりするブロックが、コンクリートの塊みたいな

ものが奥のほうに相当入っていて、さらにその下には、このブロック自体が砂の中に埋まっ

ているという状況になっております。これを所定の深度まで掘り下げなければいけないとい

うことから、相当数のブロックを撤去する必要が出てきているというところでございます。 

  これに対して、工法としては、いろいろなグラブ、つかみやすいグラブを、３本爪だったり、

４本ありますけれども、３本爪でつかみやすかったり、あるいはコンクリート塊のようなば

らばらになったものはもう少し小さいグラブでつかんだり、そして、地中に埋まっているも

のは相当奥まで、３０トン以上の重さがある硬土盤という「硬い土」の地盤の「盤」と書い

て硬土盤と読むんですが、硬土盤用のグラブで入れたり、いろいろなグラブを使って、３種

類のグラブをつかって、何とかかんとか撤去の作業を今やっているというところになってい

ます。 
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  壊れたブロックの多くは新設する防波堤の中のほうに、波の影響が比較的少ない部分に、表

面上ではなくて奥のほうに、「アンコ」と我々は呼んでいるんですが、消波ブロックの奥の

方に置きまして、そして、消波ブロックの外側には新しくつくったものあるいは消波ブロッ

クで健全なブロックを置いていくという作業をやっていくという形をとっております。 

  以上でございます。 

○北林委員 わかりました。ありがとうございました。 

  再利用するブロックは、昭和４３年から昭和４６年の間に埋めたものであるということで、

既に４５、６年たっていますよね。そういう古いブロックは、せっかく再利用しても、また

すぐ壊れてしまうのではないかと思うのです。私がお聞きしたいのは、再利用しようとする

コンクリートの耐用年数を、再利用してもよしと判断した基準は何かということですね。済

みません、聞き方が悪くて申しわけありません。 

○沿岸域管理官 転用できるかどうかについては、１つ１つ引き上げまして、表面の観察ですと

か、あとカキ殻がついたりなんかしていますので、そういうものを落としながら十分確認し

て、使えるものは転用しますという判断をやってございます。 

  使えないものは、当然、別の処分をするということになるんですけれども、大体、割合でい

うと３対１ぐらいの割合で使えないものが出てきているという状況。 

○港湾空港部長 港湾空港部長の中島でございます。 

  今の関係で、ちょっと補足、私のほうからも説明させていただきます。 

  ブロックが壊れるのは、地中に埋まっているよりも、大体上に出てきていて、何か直接当た

るところが壊れやすい状況にあります。 

  ブロックはもともと建築材料みたいに強度が求められるというよりも重量が大事で、大きな

波が来たときに、要はその波に耐えられるかどうかは重量で決まっていまして、ですから、

コンクリートの強度自体が直接波の強度を持つわけではないという状況にまず１つあります。 

  それで、今、所長から説明したように、再利用するものは波が当たらない下の方のところに

置いて、表面の新しいものをきちんと置くという施工をできるだけやりますので、そういっ

た観点で、一番波と闘う厳しいところはそういう新設のもので、なおかつ全体のマスとして

は再利用のものもうまく使ってコスト縮減に努めるという形で施工していますので、委員の

ご心配はごもっともでございますけれども、そういうこともちゃんと配慮した形で全体の施

工計画を考えているところでございます。 

○北林委員 わかりました。 
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  じゃコンクリートの耐用年数というのは、建築のほうとは全く違う考え方だということなん

ですね。重量があるということが大事なんですね。 

○港湾空港部長 この消波ブロックにつきましてはそうでございます。 

  港湾でも、岸壁本体とか防波堤のケーソンそのものは、やはり、コンクリートの強度が問題

になってきますけれども、この消波ブロックについては、もう重量がまず決まっていて、コ

ンクリートの強度も建築材料よりはかなり強度の落としたコンクリートで製造しているとい

うものでございます。 

○北林委員 わかりました。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ですか。黒沢委員。 

○黒沢委員 費用便益比が全体の１．１というのは、一般の目からすると、結構ぎりぎりな値か

なと思いますが、これに関して、この事業を始める際に何か議論があったようでしたらお教

えいただきたいと思います。 

○平山委員長 いかがでしょうか。どうぞ。 

○港湾空港部長 港湾空港部長の中島でございます。 

  この事業につきましては、途中で事業費全体が増額になったりして、 初の時にはもう少し

Ｂ／Ｃが１．１よりももっと高い数字でございました。前回、平成２５年に見直した時には、

７ページの下のところですね。平成２５年のときに１．２というふうになっておりますので、

そこからちょっと０．１ポイント下がったような状況でございます。 

  ただ、この岸壁自体が、先ほど説明しましたように、東北に限らず全国で、日本の主要産業

であるこの自動車を東北拠点でつくって全国にきちんと配送するという、やはり大事な役割

を持っていますので、そういった役割を果たす中で、ちょっと１．２というもの自体は必ず

しも高くはないんですけれども、やはり、地域のためには必要なインフラだということだろ

うというふうに思います。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○黒沢委員 本事業に関しては、残事業Ｂ／Ｃが７．２なので、ここでやめるという選択肢はほ

とんどないとは思いますが、基本的に、例えば、道路事業などと違って、この港湾事業は、

要するに便益というのが完成しないと生じないわけで、残事業Ｂ／Ｃの計算のところと事業

全体のＢ／Ｃのところの便益の値が全く同じになっていますよね。要するに、工事が進んで

しまえば、どんどん残事業Ｂ／Ｃが大きくなるというような構造なので、やはり、事業を始

めるに当たってほかの事業よりもシビアにＢ／Ｃに関する議論をした方がいいのかなと思い
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ました。事業を始めてしまえば、どんどん残事業Ｂ／Ｃが高くなるので、引き返せない事業

ですね。考えてみると。なので、そういったことを今後お願いしたいと思います。 

○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すか。奥村先生。 

○奥村委員 奥村ですけれども、ここの使われ方を見ると、先ほどの完成自動車の話もほとんど

相手は移出・移入がかなり大きくて、輸出・輸入じゃないということを考えると、ここで喫

水調整せずに済んだとしても、もう一方のほうの国内の港のほうの整備が進んでいなければ、

そういう積み方ができないということになるはずなんですけれども、日本全国の中で、この

種の輸送をするところにおいてのほかの地域の整備状況と、現在のここの目指しているとこ

ろとの関係を教えていただきたいんですけれども。 

○港湾空港部長 港湾空港部長の中島でございます。 

  この岸壁のもともとは穀物輸送に対応したというところがございますので、その穀物輸送船

につきましては大体全国的に水深１４メートル岸壁でございます。ですから、穀物船は海外

からの輸入ですので、輸入貨物として大型船、水深１４メートルに対応した数万トンクラス

の船が入るんですけれども、今現在、それが喫水調整をして隣の水深１２メートル岸壁に入

っています。そのためにフル積載で入れるように水深１４メートル岸壁を整備しています。 

  それで、穀物船以外にも使えますので、そういったときに完成自動車なんかがいっぱいなの

で、完成自動車なんかも扱えるようにということで考えておりまして、完成自動車につきま

しては、輸出対応の大型の完成自動車輸送船でも大体１２メートルあればほぼ足りる状況に

なっておりますので、この１４メートル岸壁であれば、そういう大型の完成自動車なんかも

十分に扱えるという状況でございます。 

○奥村委員 はい、わかりました。むしろ、だから、今回はバルクのところの輸送力を上げると

いうところに、主眼はそちらにあるということですね。 

○港湾空港部長 はい、さようでございます。 

○奥村委員 それから、もう１つ教えていただきたいのが、７ページのところの完成予定のとこ

ろのバーチャートなんです。先ほど、黒沢先生からご指摘ありましたように、結局のところ、

新しい状況で早く使えないとその効果が出ないという構造ですが、ここの地元関係者より、

１０月から２月は不可ということの理由というのはどういうところにあるのか。例えば、そ

れが、よくわかりませんけれども、扱っているものの貨物の季節性なのか、それとも、海象

というんですか。風の向きとか波のぐあいでこの時期はその工事ができないという話なのか、

何がこの１０月から２月がだめという理由なのかというのは教えていただきたいんですけれ
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ども。 

○平山委員長 よろしくお願いします。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 ７ページのスケジュール表の中で、１０月から３月の下旬にか

けてこの空白の時間帯があるというところなんですが、仙台塩釜港の仙台港区、塩釜港区、

それぞれの港、仙台塩釜港全体なんですけれども、漁業者のご理解をいただきながら整備を

進めていくということが非常に重要なポイントでございます。 

  仙台港区の場合で言いますと、仙台港区の沖合のところがノリの養殖場が非常に展開されて

いるところがございまして、ノリの養殖の事業者の方々のご理解をいただかないと、なかな

か工事のほうがやはり進められないというところがございます。特に、９月の下旬あたりか

ら２月の下旬のあたりになりますけれども、このあたりはノリが成長して、そしてノリを収

穫するという時期が入ります。この中で、消波ブロック、特に新しくつくったものについて、

コンクリートなどのアルカリ分が影響するのではないかというご指摘もあり、工事を控えて

進めているという形にしております。 

  以上でございます。 

○平山委員長 よろしいですか。ほかに何かございませんですか。どうぞ。 

○遠藤委員 ７ページのちょうど真ん中ぐらいに、事業期間の変更がございます。確認させてい

ただきたいのは、消波ブロックの撤去は全て終わり、評価もできているのかということです。

新たにブロックを幾つかつくるということになって、その費用を見積もったということです

が、これから新たに掘り返すことはなくて、もう全てわかってしまってこの値段になったと

いうことでよろしいですか。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 今現時点の工事の進捗状況としましては、これから、やはり掘

削して掘り起こすところもございます。このため、今考えている予算につきましては、ある

程度大き目の数字のところを想定しているところです。やはり、後からどうしても時間が足

りないあるいは費用が足りないということがあって、そして、供用開始の時期が延びないよ

うに、 善の工事の施工ができるように、そういう形で配慮をして進めているところでござ

います。 

  以上です。 

○平山委員長 よろしいでしょうか。私から１つだけ。港湾を利用される人にはどういう説明を

されているんですか。その遅れたという、２年間の説明は。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 港湾利用者の方々には、直接、港の利用者ですので、私ども現
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場の事務所は何度もお会いする機会がございます。その中で、工事の進捗についても、その

都度その都度ご説明をしながらご理解をいただいているというところでございます。 

  やはり、そういう場におきましては、「早くしてくれ」という話はたびたびいただいており

ますけれども、「今こういう状況でございます」と。「これについては我々本当に懸命にや

っているところですので、どうぞご理解ください」ということでお話をしている次第でござ

います。 

  以上でございます。 

○港湾空港部長 ちょっとよろしいでしょうか。 

○平山委員長 どうぞ。 

○港湾空港部長 補足いたしますと、今回、事業、１ページを見ていただくと、２つありまして、

岸壁本体部分、右上の写真の岸壁本体部分のところと、右上のほうの付帯施設という船だま

りのところでございます。 

  岸壁本体につきましては、平成２７年から１年延びて、来年度中には完成をして供用をする

予定でございますが、もう一方の附帯施設の方が、ちょっと先ほどのブロックの移設等もあ

りまして、もう１年延びるということですので、そういったことを丁寧に説明しながら事業

スケジュールですね。岸壁本体も２年延びるのではなくて、岸壁本体は１年、１年度の中で

対応するということで理解をいただきながら進めているという状況でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

  この事業、もう本当に工期の 後の 後になって２年間延長と。そして、しかも非常に大き

い事業費の増加が見られたというので、どうしてこんなことが起きるんだろうということは

委員の皆さん共通の思いではないかと思いますが、なるべくこういうことが起きないように

今後気をつけていただきたい。利用者にとっても非常にネガティブな影響が懸念されますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

  それで、事業はもうここまで進んで、付帯施設だけが残っているという状況でございますの

で、事業は継続ということでご了解いただけますでしょうか。（「はい」の声あり）ありが

とうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

  それでは、次でございますが、道路事業、事後評価８件の審議を行います。 

  道路事業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 それでは、私のほうから、道路事業の審議事業選定理由を述べさせていただきます。 
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  道路事業ワーキンググループを１月２９日に開催いたしまして、平山委員長、北林委員と私

の３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。 

  今回の対象である道路事業評価８事業のうち、一般国道７号弘前バイパスと一般国道７号石

川バイパスの２件を重点審議事業に選定いたしました。 

  選定の理由でございますが、隣接する２つの事業を一体として評価することから、事業規模

としての事業延長や事業費が比較的大きいこと、整備効果についても 近注目を集めており

ますストック効果を農業や企業立地、さらには観光面等、地元の産業に対する効果を幅広に

分析していることから、一般国道７号弘前バイパスと一般国道７号石川バイパスを重点審議

事業に選定いたしました。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  それでは、事業の説明を行っていただきたいと思います。 

  一般国道７号弘前バイパス、一般国道７号石川バイパス、両方について説明をお願いします。 

○青森河川国道事務所長 それでは、事務局より説明させていただきます。 

  資料４をごらんいただきたいと思います。 

  一般国道７号弘前バイパスと一般国道７号石川バイパスについてのご説明でございます。 

  １ページ目をお開きいただきたいと思います。 

  右のほうに図面が載ってございますが、本事業につきましては、弘前市と弘前市の人口集中

地域がピンク色に塗っているところでございます。弘前バイパスにつきましては１０．２キ

ロメートルということでございまして、北側のほう、青森側から藤崎町のほうから始まりま

して弘前市の行政区域で終わっているというところでございます。 

  また、石川バイパスにつきましては、それに引き続き南のほうに延びていきまして、行政区

域としましては弘前市の行政区域なんですけれども、東北縦貫自動車道の大鰐弘前インター

のところに延びているという４．６キロメートルの区間でございます。 

  事業の目的でございますけれども、弘前市街地及び藤崎町内の国道７号の交通混雑の解消あ

るいはその交通安全の確保ということの４車線化の事業でございます。 

  弘前バイパスの事業経緯でございますけれども、暫定２車線の開通が昭和５２年度というこ

とでございまして、４車線整備ということで昭和５６年度から着手しているということで、

平成２３年４月でございますけれども、４車線で開通したということになってございます。 

  石川バイパスにつきましては、同じように暫定２車線の開通が昭和５５年度ということでご
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ざいまして、４車線の拡幅の事業に着手したのが平成１９年度ということで、開通年度が平

成２３年度という事業でございます。 

  次の２ページをごらんいただきたいと思います。 

  事業の概要ということで、引き続きになりますけれども、事業が非常に１０．２キロメート

ルということで長い区間でございまして、どのような考え方で事業の整備が進んできたかと

いうことでございます。 

  先ほど申し上げましたように、２ページ目の図面の真ん中ぐらいに、弘前市ということでピ

ンク色に塗られたところがございます。人口集中地域ということでございまして、そちらの

ところをまず施工しまして、随時、北側である青森市のほうに延びていった。それが終わっ

て、南のほうに延びていって、石川バイパスも合わせてやって大鰐弘前インターのほうに延

びていったというところになってございます。一部、その昭和５８年に５００メートル着手

している部分については前後していますけれども、そういう基本的な考え方で事業は進んで

きておりました。 

  ３ページ目をごらんいただきたいと思います。 

  弘前バイパス、石川バイパスの４車線開通前と全線開通後の比較の写真でございます。あわ

せて４ページ目につきましては、それぞれの区間で開通したときの新聞記事という形になっ

てございます。 

  開通したときの直接的な効果ということで、５ページ目でございますけれども、それぞれ弘

前バイパスの代表断面と、石川バイパスにつきまして、日の交通量がどのように推移してき

たかというふうに載せているところでございます。 

  弘前バイパスにつきましては、昭和６０年の交通量から見比べますと、平成２７年で約倍と

いう形の交通量の伸びという形になってございます。概ね３万２，０００台というぐらいの

数字になってございます。 

  また、石川バイパスにつきましても、日１万８，０００台ぐらいの交通量という形になって

ございます。 

  また、交通環境の改善という観点で申し上げますと、６ページ目でございますけれども、４

車線化に伴いまして渋滞が大きく減少してきたということでございまして、真ん中のところ

に青と赤の棒グラフが載ってございます。 大渋滞長の変化ということでございまして、４

車線開通前の平成１４年と、４車線開通後の平成１７年を比較しますと、８割ぐらい減にな

ったということでございますし、下のほうの走行スピードがどうなっているかということで
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ございまして、平日ピークの時間でも、全線の、全体で１５キロメートルぐらいの区間にな

りますけれども、それの平均の上り・下り合わせて１０キロメートル／時ぐらいのスピード

アップが図られているということでございます。 

  それが実感としまして、利用者の方々にアンケートをとってみますと、円グラフにあるよう

に、９割の道路利用者が渋滞緩和したと実感されているというアンケート結果になってござ

います。 

  次、７ページをごらんいただきたいと思います。 

  交通事故の観点からの整理でございます。 

  交通事故につきましては、棒グラフが右上のほうに載ってございますけれども、４車線開通

後、ピークで見比べますと、大体６割ぐらい減少しているということでございますし、下の

ほうに対比の棒グラフ、青と赤のやつがございますけれども、死傷事故件数と死傷事故率と

いうことで、右の図面上のＡ・Ｂ・Ｆ・Ｉの区間の対象区域について集計したものでござい

ますけれども、２車線の３年間平均が３８件だったものが、４車線開通後の３年間の平均で

見ますと２８件ということで減っていますし、事故率というふうに見ましても、８１．３が

５９という形で減少しているということでございます。 

  また、産業関係につきましては８ページ目でございますけれども、企業立地の観点でごらん

いただきますと、図面の８ページ目の左のほうに図面がございますけれども、その図面の中

で、弘前バイパスと石川バイパスというふうに載せてございます。その沿線に赤丸でしたと

ころが工業団地ということになりますけれども、そういう工業団地がバイパス沿線に造成さ

れてきたということでございまして、右の上の棒グラフと折れ線グラフをごらんいただきま

すと、出荷額と企業立地ということでございまして、右肩上がりの形でそれぞれふえている

ということでございます。 

  また、有効求人倍率につきましても伸びているということでございまして、過去５年で 高

の有効求人倍率になっているということもございますし、弘前市は青森県全体に比べまして

若干伸びているという形で推移してきています。 

  また、従業者数につきましても、平成２１年と平成２４年の対比で１．８倍という形で伸び

てきているということでございまして、その実感につきましては、アンケートの中でも分譲

率１００％であるとか、その背景にあるのは充実した交通基盤というのも１つの要因ではあ

るというようなお声もいただいているということでございます。 

  また、農業の観点からが９ページ目でございます。 
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  地域産業、青森県はリンゴの出荷額が非常に大きいということでございまして、特に弘前市

の全国市町村別のリンゴの生産量で見ますと、弘前市はトップということでございます。 

  リンゴがそのような状況の中で、図面の中にリンゴの、「ＪＡつがる」になりますけれども、

リンゴ関連施設というものが市の集中地区の周辺部にそれぞれ分散してありますけれども、

そちらのものを関西とか関東に運ぶことになりますけれども、輸送手段としましては、右の

ほうにありますように、９割はトラックということになっておりまして、道路交通に依存す

るものが非常に大きいということの中で、この今の出荷額でありますとか販売数量、あとそ

れと市場価格も 近非常にいいということがございまして、地域農業に占める貢献度という

ものは一定のものがあるという考え方でございます。 

  次は、観光に関する観点でございますけれども、１０ページ目をごらんいただきたいと思い

ます。 

  弘前市の観光入込客数が載ってございます。東日本大震災によりまして、一時期ちょっと減

りましたけれども、また復活してきているという状況になってございます。 

  弘前市の「弘前さくらまつり」につきましては、平成２６年度実績で２３０万人の入り込み

がありますけれども、そういう方々が南のほうから会場に入ってくるというような状況にな

りまして、その市街地の中心部から大鰐インターのところに、帰るときの話でございます。

休日の１５時から１８時の時間帯で申し上げますと、この１５キロメートルの区間を通って

いくのに、４車線開通前は大体４２分ぐらいかかっていたというものが、４車線開通後につ

きましては１０分程度で行くということで、３０分ぐらいの時間短縮効果もあるということ

で、利用者の方々の利便性も増しているという形でございます。 

  次、１１ページをごらんいただきたいと思います。 

  医療の関係でございますけれども、弘前市の中心部には弘前大学の医学部があったり、ある

いは脳疾患の関係の二次の救急医療施設などがございます。こういう医療施設のところに、

それぞれ弘前市の北分署あるいは、大鰐平川のそれぞれ分署から救急車で搬送されていると

うことで、棒グラフをごらんいただきますと、３分署で年間９００件ぐらいの搬送が毎年の

ようにあるということでございますけれども、その利用の約９割はこの２つのバイパスを通

って搬送されるということでございます。 

  その中で、「救急搬送時間が短縮された」という声でありますとか「走行環境がよくなっ

た」というお声をいただいているということがあったり、また、津軽保健生活協同組合の健

生病院につきましては、平成２９年度にバイパスのそばのほうに移転してくるというような
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状況にもなってございます。 

  事業効果の 後でございますけれども、計画的な市街地形成を支援ということでございます。 

  １２ページをごらんいただきたいと思います。 

  １２ページのところで、先ほど申し上げましたＤＩＤという地域、人口集中地域でございま

すけれども、昭和５５年から平成２２年度に拡大したのが濃いピンク色の部分でございまし

て、バイパスのところの沿線沿いに市街地が広がってきていることでありますとか、それぞ

れオフィス・アルカディアみたいな産業・流通系の拠点が多く点在しているということでご

ざいます。 

  沿線沿いの人口を見ますと、弘前市全体につきましては、右の折れ線グラフのように、人口

が若干減っているという状況でございますけれども、バイパス沿線沿いの人口につきまして

は、大体２万人ぐらいで推移しているという状況でございます。 

  以上、ご説明いたしましたけれども、 終１３ページでございます。 

  それぞれ弘前バイパスと石川バイパスの全体事業費１６９億円と３０億円という形で載せて

ございます。参考値としまして、費用便益Ｂ／Ｃ３．３と６．８ということでございまして、

事業実施による環境の変化といたしましては、工事の実施及び完成後におきましても、環境

への影響は確認されていないということでございます。 

  また、事業をめぐる社会経済情勢の変化ということで、新幹線の関係につきましては、東北

新幹線が平成２２年１２月に八戸～新青森間が開通しているということでございます。 

  また、高規格幹線道路につきましては以上のとおりでございます。 

  以上を受けまして、対応方針の事務局案といたしましては、事業当初の目的に対し、弘前市

内における国道７号の交通混雑緩和や交通安全の確保等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いう提案でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 ご説明ありがとうございました。 

  ２つのバイパスですが、ここはつながっている区間でございまして、弘前市の郊外を通って

いるバイパスです。 

  この重点事業になったのは、工期とか事業費の問題ではなくて、この道路事業の完成によっ

て、当然フロー効果といいますか、交通量とか速度とか、そういうものは発現しております

が、そのほかに多様なストック効果が発現した例だと思います。ですから、我々、今後、い

ろいろな事業評価をしていく上でどのような考え方をしていけばいいのか、いい例になると
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いうことで、遠藤委員からお話のありましたように、重点事業にさせていただいたものでご

ざいます。 

  ご意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

○北林委員 非常に初歩的な質問ですが、これは続いている道路ですが名前を２つに分けている

理由、２カ所にしている理由をご説明いただきたいのと、もう一つは交通量が違いますね。

石川バイパスのほうが少ないんですけれども、つながっていながら違う理由というのはいろ

いろあると思うんですが、大きな理由を教えてください。 

○青森河川国道事務所長 １点目でございますけれども、弘前バイパスにつきまして、昭和５６

年に事業化しまして１０．２キロメートルということで、比較的長い延長の事業でございま

す。それをどんどん１５キロメートルというふうに延ばしていきますと、それぞれの事業管

理でコスト縮減でありますとか、予算を適正に管理していくという、ロッドの大きさとして

１０．２キロメートルぐらいで、次の５キロメートルは新規の事業として事業管理するのが

適切であろうというふうに考えたところでございます。 

  また、交通量につきましては、どこで発生するかというところがございまして、例えば、大

鰐弘前インターのところからおりた人が、全てそこからしか発生しないということではなく、

それぞれ刺さってくる。例えば、国道１０２号とか、いろいろなところから道路交通が入り

込んだり出て行ったりしますので、それの相殺の関係で交通量が変わってくるということで

ございますし、特に弘前市内の人口の多いところから車が発生してきますし、そういうとこ

ろから発生してきている量と、あるいは弘前市を目的地にして周辺の市町村から通勤通学と

いうこともありますので、そういうことで交通量が若干変わっているかなということかと思

っております。 

○北林委員 ありがとうございました。 

○平山委員長 ほかにございませんでしょうか。奥村委員。 

○奥村委員 ちょっと土地利用との関係のところを聞きたいんですが、先ほどの 後ですね。１

２ページのところで、「ＤＩＤ地区が拡大した」と。用途地域に編入されたところが拡大し

たという書かれ方をしているんですけれども、この種の道路で物すごく私自身気になります

のは、本来この道路は、高速道路が大鰐弘前インターで右へ振っているがために、弘前市に

入る足の長い交通を速達的に弘前市に入れるという目的がかなり大きい道路ではないかと思

うわけです。そういう状況で考えると、沿道に住居がふえたり、沿道に店がふえたりして、

地場のというんですか、地元の人が少し買い物に行くのにそこが使えるようになるのは、そ
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れはいいことなんですけれども、しかしながら、例えば右折で入りたいとか、例えば沿道の

ところにもうちょっと広くとれたらいいんだけれどもなかなかすぐさまものが建っちゃって

とか、あるいは、この辺ですから、除雪のときにすぐ前の土地利用からいって、すぐに雪を

どけてくれと言われるとか、そういう残念な側の悪影響も当然あり得ると思うんですね。だ

から、そうすると、その辺のバランスが問題になると思うんですけれども、特に管理上とか、

そういうことで沿道の問題というものが発生していないのかどうか。今後、そういうことが

発生しないように何らかの手を打たれているかどうか。そのあたりを教えてください。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○青森河川国道事務所長 道路管理上、やはり、沿線に住まわれている方が多いという分だけ、

いろいろなご意見をいただく機会は多いという形になってございます。 

  また、除雪等につきましても、それに配慮したような形で実施していかなければならないと

いうことでございまして、そういう意味で、全てのお声に１００％応えられるかという問題

はございますけれども、その都度、できることとできないことということで回答して対応し

ているというのが実態でございます。 

  改善策という形で申しますと、いろいろな、先ほど渋滞が減ってきたということもございま

すけれども、全ての問題がないというわけではございませんので、そういうところにつきま

しては、弘前市でありますとか、あるいは関係機関、道路の関係機関とも一緒に協議会をつ

くりながら、問題解決に向けているということで、今現在動か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。 

○奥村委員 済みません、ちょっとご意見だけ申し上げておくんですけれども、多分、この種の

道路で、本当にずっとこれから先も速達性が担保できるかどうかというのもちょっと気にな

るんですね。それから、さらに今の時代ですから、例えば、自動走行であるとか、将来的な

もっと効率的な車が出てきたときの使われ方とか、そういうようなことのために、例えば、

２車線はきちんと確保しておいて、ほかの２車線で地元の対応をするとか、そのために４車

線あっていいんだとか、そういうようなことが出てくるんじゃないかと思うんですよね。交

通量が多いから２車線から４車線だというのではなくて、違う質の交通をきちんと確保する

ためにここは４車線というところに意義があるんだというような、そういう説明をしていか

ないと、全体的にここのさっきの実績の交通量も、正直なところ数年前から減っているよう

に見えるので、量がふえたから必要だということではなくて、いかに質の高い交通を確保で

きるかという視点からの説明をちょっと強化していただくようにしないと、これから先いけ
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ないかなというふうに思うと。 

  そういう意味で言うと、これは私、毎回申し上げているんですけれども、 後の対応方針の

ところの書き方なんですけれども、事業としては当初の目的は達成したのかもしれないけれ

ども、「課題がないからこのことはもう忘れ去ってよろしい」というか、何かそういうふう

に見えるんですね。ここの対応方針案というのはね。「今後の評価も必要ないし、改善措置

も必要はない」と、こう書いてあるんですけれども、本当だろうかと。だから、むしろ、今

後の利用のされ方の変化であるとか、求められる質の変化であるとか、そういうものに対応

できるように今後も、例えば、改善を図っていくとか、あるいはこういう事業が必要になる

かどうかということの検討はするとか、そういうようなことがあってしかるべしでないかと

いうふうに思うんですね。何かここの書き方は、「以前の計画は間違いはございませんでし

た。だからもうこれでこれからは委員会にかけませんし、この事業があったことはもう忘れ

てください」みたいに見えてしまうんです。でも、本当はそうではなくて、これから先も改

善をしていかないといけない部分というのが多分あるんじゃないかというふうに思うんです。

後の書き方は、今まではこれが通例だということで理解はしておりますけれども、そろそ

ろちょっと将来に向けてのことを少し書くようなことにしていただいてもいいのかなと思っ

ているというところです。 

○平山委員長 貴重なご意見、ありがとうございました。 

  この事業自体はこれで終わったということでいいんでしょうけれども、やはり、いろいろな

変化がありますから、我々としてはもう少し長い目でながめてほしいなと思います。必要性

が出てきたら、当然役所のほうで対応することは踏まえて道路事業を組み立てているんだと

は思いますが、本事業だけを判断するほうとしては、何かちょっと味気ない書き方だなと

常々感じていました。そういうことをどこかに表現できませんでしょうか。この事業はこの

事業で終わったということでいいんだと思いますけれども、付帯意見か何かのところにちょ

っとそういう言葉が入ればよろしいかなと思います。ちょっと工夫をしてみてください。 

○奥村委員 済みません、あとちょっと一言だけ。ちょっと自分の専門のことと絡むところで宣

伝をしておくんですけれども、先ほどこの事業をめぐる社会経済情勢等の変化というところ

で、東北新幹線が八戸から新青森まで延びたという時点のことを書かれているんですけれど

も、このバイパスの使われ方は、圧倒的に盛岡から八戸まで延びた時に大きく変化している

のです。この時、ストロー効果が起きていまして、青森市内から支店がなくなって、弘前の

仕事を、盛岡から直接請け負うような事業の展開の変化が起きていまして、だから、八戸に
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延伸した時に、この道路が高速道路とつながって弘前市内に入るために重要な道路になって

います。その次の新幹線の新青森まで延びた時には、もう余り弘前には大きな影響はないん

ですよ、正直。 

  だから、本当はその道路の使われ方という意味では、高速道路と新幹線とのつながり方によ

って使われ方、道路の役割が変わっているということをちゃんと認識していただいたほうが

いいかなというふうに思いました。付け足しで、要らないことでしたけれども。 

○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すか。 

○遠藤委員 今、皆さんのご意見を伺っていて、そうだなと思うところが大変多いです。バイパ

スをつくった時は確かに、奥村先生がおっしゃったように、すいているから効率がよくなり

ましたというが、徐々に周辺に様々な状況の変化が現れ、全然早く走れない状況になってく

る時があります。 

  ですから、そこを考えると、もうこれで「はい、終わりました。」というのも将来問題が起

こるかも知れませんし、そういう含みを残して、もう１回評価を見直す時があってもいいの

かも知れません。それから、このバイパスは、例えば「立体交差にして何が何でもここまで

は早く行かせるぞ。」、「ここの部分は確実にやるぞ。」といった思想があってもよかった

道路なのかも知れないですね。こういうバイパスをつくる時に、ただ交通が便利になりまし

たとか、あるいは周辺の経済効果がありましたという話を聞くよりも「ここはこういう特殊

な意味がありますよ。」、「将来にもわたってこういうことを思想としては考えているバイ

パスなんです。」といった説明があると、非常にわかりやすいなと私は思います。 

  ですから、 初にその様な説明もつけ加えていただくとありがたいなと思いました。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  道路の位置づけみたいなもの、今後、ご説明のときにそのあたりにも留意されて説明をお願

いしたいと思います。 

  ほかに。どうぞ。 

○黒沢委員 先ほどの奥村委員のご意見と関連するんですけれども、対応方針で「今後の事業評

価の必要がない」とかあるいは「改善措置の必要がない」ということの判断基準みたいなも

のがあるといいのかなというふうに思います。 

  この事例は、むしろＢ／Ｃも高いですし、実測交通量も推計交通量に遜色ない値ですし、い

ってみれば優良事業のような気がします。今回、むしろ要点審議になったものの中に、幾つ

か実測交通量が非常に低くなってしまっているもの、恐らくこの事業だけで完結するのでは
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なくて、ネットワークになったときにこれだけの効果を発揮するという意味だと思うんです

けれども、そういう本来ネットワークになったときに価値が出てくるものを、今回全部、今

後の事業評価及び改善措置は必要ないという提案ですが、本当にそれでいいのかなという感

じがします。 

  なので、むしろこのケースではなくて、ほかの実測交通量が大幅に低いものをもうちょっと

審議をしっかりやったほうが今日はいいのかなと思います。 

○平山委員長 現在、交通量が少なくても、もう少し社会的な拡大というものが将来起こり得る

ということでしょうか。そういうものも含めて、インフラ整備の効果というものを見積もっ

たほうがいいというご意見でしょうか。 

○黒沢委員 ネットワークが出来上がった時に私たちが、あるいは私たちではなくて次の委員が

きちんと評価をしなくてもいいのかなと。例えば、７番目の新庄北道路ですとか、あるいは

３番目の中野バイパスですね。非常に実測交通量が推計交通量よりも低くなっているのは、

多分、ネットワークとしてまだ機能していないからじゃないかなと。ネットワークとして機

能すれば、これだけの値が出ますよというのはある程度説得力があるとは思いますが、それ

を確認する以前に、今後の事業評価の必要はないというふうに対応方針案としてしまってい

いのかというふうにちょっと、非常に疑問に思っています。 

○平山委員長 まだ幾つか事後評価が残っていますので、奥村先生のご意見、それから、今の黒

沢委員のご意見をあわせて、ちょっと書き方をもう１回検討してみたいと思いますので、そ

のときにまた、ちょっと私も考えがありますので、提案させていただこうと思います。 

  それでは、ほかにご意見なければ、一応この事業そのものについては目的に対する効果は発

現しているということはお認めいただきますが、その後の書き方について、ちょっと工夫を

しましょうということで、ペンディングにさせていただきたいと思います。 

  対応方針ペンディングということにして、後でもう１回やらせていただきます。 

  それでは、そういうことで、この事業については終わりということで、要点事業のほうの審

議に入りたいと思います。 

  要点事業につきましては、一括説明、一括審議でお願いをしたいと思います。よろしくご説

明をお願いいたします。 

○道路計画第一課長 それでは、一括審議に入らせていただきます。 

  資料２をごらんください。 

  まず全体の、説明時間も限られてございますので、全体の諸元なり効果をまとめた表でござ
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います。特徴的な整備効果につきまして、資料３から資料９まで用意していますので、口頭

併行的に説明させていただければと思います。 

  表につきましては、左から事業名、そして事業の概要としまして、車線数、延長、事業期間、

事業費を並べさせていただいてございます。そして、主な整備効果として、将来推計交通量、

実測交通量、費用便益比、主な整備効果を項目立てさせていただいてございまして、 後、

一番右側に対応方針（原案）を書かせていただいてございます。 

  全体につきまして、事業費につきましては、前回の評価時から変わっているところはござい

ません。 

  将来交通量につきまして、３番の中野バイパス、ここは三陸沿岸道の一部を成すバイパス区

間でございますが、前回に比べて、今回が大きくふえてございます。ここは、震災後に復興

道路として三陸沿岸道路が全線事業化してございます。その推計条件がネットワークができ

た前提になることによってふえた箇所でございます。 

  実測交通量でございますが、黒沢委員からご指摘いただきましたように、３番、５番、７番

が現在少ない状態でございます。３番、５番が三陸沿岸道路でございますし、まだネットワ

ークとしてできている箇所が少ないところでございます。 

  ７番につきましては、東北中央自動車道、これもまだネットワークとして整備がまだ余り進

んでいない区間でございます。そういった区間につきまして、交通量が出ていないという状

態でございます。 

  この表の見方なんですけれども、実測交通量のほうに将来推計交通量を並べてございます。

一番実測交通量が少ないのは問題ではないかというご指摘をいただきましたが、実測交通量

が少ないのも２つの場合があると思っています。１つが、ネットワーク条件が違うと。要す

るに、まだネットワークとして整備が進んでいないため、交通量が乗らない。もう１つのと

ころが問題になると思っていますが、ネットワークが完成しているのに、当初推計した交通

量が全く乗っていないもの。ここで見ていただきたいのは、将来推計交通量がある程度同じ

になっていれば、今はネットワークが完成していないから実測交通量が少ないんだよと示す

意味で、こう並べさせていただいてございます。 

  そういった意味で、３番、５番、７番というのは、ネットワークがまだできていない段階で

の実測交通量のため出ていないということになります。ただ、後ほどご議論いただけると思

っていますが、当然、我々としてもモニタリングはして、現道の問題が出れば新たな対策を

打つ必要があると考えてございますので、そこにつきましては、整備したから終わりという
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ことではないので、そこら辺はきちんと我々道路管理者として対応していきたいというふう

に考えてございます。 

  費用便益比につきましては、全部１を超えていますので問題ないというふうに考えてござい

ます。 

  主な整備効果につきましては、これから個別に１番から説明させていただきます。対応方針

（原案）としては、今、書きぶりについてはいろいろご議論いただいているところでござい

ますが、先ほどの重点審議と同じです。「事業の目的に対する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」ということで、一応、原案は並べさせていただいてご

ざいます。 

  それで、早速１番から個別に事業の説明、整備効果の部分だけさせていただきたいなと思っ

てございます。 

  資料３をごらんください。 

  ちょっと見づらいんですけれども、資料２を並べて、整備効果のところを並べていただきな

がら資料３をめくっていただけるといいのかなというふうに考えてございます。 

  時間の関係上、資料３も全ページ説明せずに、特徴的なところを説明させていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

  資料３、１枚おめくりください。 

  事業の目的と概要でございます。 

  ここの事業につきましては、七戸町の交通混雑の緩和や安全の確保を目的としてございます。

なので、右側の図面に旧国道４号、ここが町なかを入っていく道路であったのが、バイパス

をつくることによって転換させるといった事業でございます。 

  先ほど、アクセスの話もいただきました。基本的に、今後も整備のときも、我々としては沿

道からアクセスできるかできないかといった１つの大きな項目でございます。通常の、ここ

に道路規格と書いてございますが、「３種１級」というのが基本的にはアクセスできる道路

なので、ある程度沿道からの出入りはやむを得ないなと。ちょっとこれはメリットとデメリ

ット、両方あるんですけれども、アクセスを制限し過ぎると逆に開発が進まない部分がござ

います。そこは、インターとか限られたアクセスをする地点の周辺しか開発が進まないと、

そこは町の計画をどう考えるかという自治体側の考えもございますので、そういったことも

すり合わせおきながら、どういう道路をつくっていったらいいかということをきちっと考え

ていきたいというふうに考えてございます。 
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  ちょっと飛ばしまして、５ページをごらんください。 

  ５ページにつきましては、「バイパスに交通が転換している」及び「もともと町なかを行っ

ているために混雑していたのがバイパスによって旅行速度が改善している」という交通上の

変化でございます。 

  また、６ページは事故が減少したという資料をつけさせていただきました。 

  ８ページをごらんください。 

  先ほど、奥村委員から新幹線開業との関係を交通の流れという話をしていただきましたけれ

ども、我々としてもできるだけそういったことも、異なる交通モードとの連携みたいなこと

もきちんと検討していきたいなと考えてございます。ここの七戸バイパスでいえば、新幹線

駅の開業に合わせて道路整備のゴールも一緒に目指して整備を進めてございます。 

  七戸十和田駅から十和田市に向かう観光客が、レンタカーを使うことが多いんですけれども、

そういった場合に、このバイパスを使うことによってスムーズに観光地に行けるということ

の資料でございます。七戸十和田駅の乗車人員、観光者数がふえているといったことを示し

てございます。 

  続きまして、資料５をごらんください。 

  済みません、時間の関係上、資料１つにつきまして特筆すべき整備効果を１枚ずつ程度説明

させていただきたいなと思っています。項目につきましては、一覧表の資料２に載せている

項目を記載してございますので、そちらをお読みいただければと思います。 

  資料５、中野バイパスでございます。 

  １ページ目でございます。 

  下の２ページもあわせてごらんいただきたいと思います。下に書いてありますように、三陸

沿岸道路のちょっと小さくて見づらいんですけれども、中野バイパスが一部を成すといった

ことでございます。 

  ここの場合は、第１種３級ということで、逆にアクセスを考えていないと。沿道から入ると

いうことではなくて、スムーズに速達性を確保したいというふうに考えている区間でござい

ます。 

  ５ページをごらんください。 

  ここの現道区間は、ぐねぐねの非常に線形が非常に悪いところでして、事故とかが多発して

いる区間でございました。そういった意味で、バイパスに交通が転換しているといったこと

でございます。 
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  ６ページには交通事故が、今、中野バイパス開通後は「事故発生なし」というデータをつけ

させていただいてございます。 

  ストック効果として特徴的なところといたしましては、９ページをごらんください。 

  田野畑村の特産物の１つとして生シイタケがございます。シェアとかは載せてございますが、

これが三陸沿岸道路の整備等々で、輸送コスト低減から出荷額も伸びているといった資料で

ございます。 

  ここが特徴的なのは、まだ三陸沿岸道路は整備が途中でございます。そういった意味で、真

ん中の下側に設備投資計画というところでヒアリングのコメントを載せさせていただいてご

ざいます。中野バイパスの開通や今後の三陸沿岸道路整備を勘案し設備投資したと。さらに、

ビニールハウスの増設も検討していると。あくまで、やはり、今後の道路、そこの区間だけ

ではなくて、今後の道路整備を見据えて、周辺で経済開発が行われていくといったことをま

とめた資料でございます。 

  続きまして、資料６をごらんください。 

  １ページ目をおめくりください。 

  ここは２車線区間の４車線化事業でございます。なので、もともと混雑していたのを容量拡

大して広げようという事業でございます。 

  ３ページをごらんください 

  ３ページの左下にあるように、一番混んでいた区間は、平成１１年には２０キロメートル／

時を切る速度だったのが、現状ではある程度速度を担保できているといった資料でございま

す。交通上の目的は達成しているといったことがいえると思います。 

  ６ページをごらんください。 

  この事業の特徴、整備効果の特徴といたしましては、東北縦貫道と国道４号が並行して南北

に流れていまして、その周辺に企業が多く張りついてございます。昭和４９年からデータを、

製造品出荷額を並べさせていただきましたが、製造品出荷額についても大きく拡大してござ

いますといった資料でございます。４車線化するとともに、沿線に工業団地とかの整備が進

んでいったという事例でございます。 

  続きまして、資料７でございます。 

  １ページ目をおめくりください。 

  ２ページもあわせて見ていただいて、ここも三陸沿岸道路、今度は宮城側でございます。先

ほどの図面は岩手側を載せていましたが、今回は宮城側を載せてございます。 
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  ここにつきましても、現道がぐねぐねの道があるので、高規格道路で結んでしまうというと

ころの道路でございます。 

  資料４ページをごらんください。 

  道路をつくることによって、唐桑道路のほうに転換していることと、時間が短縮したといっ

た速達性の向上の部分でございます。 

  ５ページ目をごらんください。 

  ５ページ目には開通後には重大事故がないよというのが、一番右下の図にまとめさせていた

だいてございます。 

  ７ページをごらんください。 

  ここの唐桑道路の特徴といたしまして、やはり、東日本大震災で被害を受けた区間でござい

ますので、もともと水産業が主要産業でございまして、震災後、大きく落ち込んだものが今

回復傾向にあると。また、加工場面積につきましても、もともとの面積よりも復興を機に、

ここを約３割増して、今頑張っているところでございます。 

  そういった意味で、唐桑道路だけではなくて、あと三陸沿岸道路を整備することによって、

こういった企業の活動を支援するといったことが可能になるというふうに考えてございます。 

  また、８ページをごらんください。 

  ここの区間につきましては、事後評価でございますので、事業をしてから大体５年後に今回

評価をさせていただいてございますが、東日本大震災時にはできていた道路でございます。 

  図にありますように、輸送ルートとして実際に「命の道」として機能した道路でございます。 

  続きまして、資料８をごらんください。 

  上山バイパスでございます。１枚おめくりください。 

  ここも、国道１３号のバイパス事業でございます。ここも沿道からのアクセスはできますの

で、あくまで沿道からの開発も見込んだ道路というふうに考えていただければというふうに

思います。 

  ６ページをごらんください。 

  上山バイパスによって走行速度が向上したというのが右上の棒グラフで示した１６キロメー

トル／時向上という部分でございますし、下には渋滞長、渋滞が解消したという資料をつけ

させていただきました。 

  １０ページをごらんください。 

  ここにつきましては、全線開通後に沿線に企業進出が大きく進んだ区間でございます。１３
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社が進出して、経済効果は約３００億円といったことでございます。今後もこういうところ

はきちんとフォローアップして、どれだけ企業が進出して、地域に経済開発をどれぐらいも

たらしたかということはきちんと確認してまいりたいというふうに考えてございます。 

  後の事業になります。 

  資料９をごらんください。 

  新庄北道路でございます。１枚おめくりください。 

  ここは２ページ目と合わせてごらんください。 

  ここも東北中央自動車道というアクセスをコントロールしたいわゆる高規格道路の一部を成

す区間でございます。 

  資料６ページをごらんください。 

  この区間は、先ほど申したとおり、交通量は乗っていないんですけれども、現道の部分の渋

滞については解消している区間でございます。右上にももともと渋滞長が８００メートルあ

ったのが１２０メートルと大幅に減少しているといったデータを載せてございます。 

  続きまして、１０ページをごらんください。 

  ここにも沿線、ちょっと中に入るんですが、新庄中核工業団地というものがございまして、

そこの分譲状況が大きく上がってきて、さらに全線開通後、１０の企業が進出してございま

す。経済効果としては約１３０億円となってございます。 

  １３ページをごらんください。 

  近行っている新たな取り組みの一環でございます。先ほどからご指摘いただいているよう

に、つくって終わりとかいった時代ではもうなくて、きちんともう整備中のところから、町

や県と一体となってどう道路を使っていくのかと。道路の効果を 大限に引き出すために地

域と一体となって取り組んでいる事例をまとめさせていただいてございます。 

  こういったことで、まだ未整備区間は残っていますが、きちんとネットワークが進んだとき

には計画どおりの交通量が乗るとか、また地域が大きく経済開発が進むとかいった効果を発

揮するために取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

  ここまで６事業、ちょっと雑駁な説明で申しわけありませんが、説明としては以上となりま

す。 

  対応方針としては、全て今後の事後評価及び改善措置の必要はないといったことで、事務局

案としては、資料としては記載させていただいてございます。 

  ただ、当然、できた後にモニタリングとか全くしないわけではなくて、モニタリング等をし



-29- 

て、問題があれば、当然新たな事業を検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

  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、説明をいただきましたけれども、ご意見、ご質問、ございませんでしょうか。ど

うぞ。 

○黒沢委員 ただいまの説明で、つくった後も地元の活性化につながるようさまざまな施策をと

っていく、あるいはモニタリングをしていくというお話で、これはとてもすばらしいことだ

と思うんですが、その結果というのは、この事業評価委員会で評価させていただけるんでし

ょうか。 

○平山委員長 いかがですか。 

○道路計画第一課長 我々としては、当然モニタリングしていますし、問題があれば道路整備の

対応方針をきちんと新たに考えていきたいと思っています。なので、社会経済情勢の大きな

変化とか、改めて問題とかが生じたときに、必要に応じて事後評価の実施を検討はしてまい

りたいというふうに考えてございます。 

○平山委員長 ということでございますが、先ほどの続きでもありますけれども、フロー効果み

たいなものはその場で短期的にぱっとわかるんですけれども、やはり、広がりが持つような

効果はなかなか５年間という一律の中では見られないところもあります。また、社会状況が

変わっていけば、それなりにまた違った必要性が出てくるかもしれません。そういうものに

対して、この委員会がどういうふうに関われるかということだと思います。 

  国の一律な答申の方式は、今案文にあるようなことなんですけれども、やはり、我々委員会

の皆さんの大体のご意見としては、それだけではちょっと心配で、やはり、その後もどうい

うふうになって進んでいるのか、報告なり評価をしてみたいということなのかと思うんです

が、事務局でおっしゃったのもそういう意味合いでございますか。 

○企画部長 よろしいですか。企画部長ですけれども、今のこの事業評価監視委員会は、今ご審

議いただいたのは事業が終わった後５年たった事後評価というものです。それが、その後ま

た何年かたった後にやるという、システム上はそうなってはいません。 

  ただ、先生方、システム上なっていないので、今、例えば、これから５年後にまたもう１回

やりますというふうになってはいないのです。ただ、先生方がご心配やご懸念があるという

のであれば、もしも本当に大きな社会状況の変化だとか、あるいは交通実態の変化だとかが

あって、そうしたら多分我々も次の道路交通施策を考えますので、そのときにはまた、もし
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かしたら新規事業になるかもしれませんが、途中でまたそういうことの、もしそういう社会

状況の大きな変化があって、例えば、事業が変なふうになってしまった、状況が変になっち

ゃった場合には、こちらも心して先生方、この事業監視委員会にかけるように心がけたいと

思います。 

  ただ、今、システム上何ともなっていないので、必ずこうしますとはなかなか言いにくいの

ですけれども、先生のご意見は受けとめてちょっと考えるようにしたいと思います。 

○黒沢委員 まず２点コメントしたいんですけれども、１点目は全ての事業をまた見直したいと

言っているわけではなくて、資料は多分一般の目にも触れることになると思うんですが、一

般の人が見て、あれっと思うようなことをそのまま事後評価しない、改善の措置も必要ない

というふうにここで決めてしまうのは、大分一般感覚からは違うのかなと思います。ですの

で、全部見直したいというわけではなくて、一般の目から見て余りにちょっと違うんじゃな

いかなと思われるような事例だけを何か機会があればということです。 

  あとそれから、事後評価をこの対応方針案にありますように、事後評価の必要があるかない

かというのが、ここで決める案ですので、５年後にやるというのはデフォルトであって、そ

れ以降にやってはいけないということでは多分ないと思います。この委員会で必要性がある

と、ぜひまたこのネットワークができたときにきちんと機能しているかどうか知りたいとい

うふうに、その際、評価したいというふうにここで決まれば、多分、そういうことになるの

ではないかなと思います。いかがでしょうか。 

○企画部長 ありがとうございます。 

  今日のご審議いただいている案件については、全て我々の対応方針は、今後の事業評価及び

改善措置の必要はないと考えていると。このご審議の結果ですけれども、それでよいという

話であればそれでよいと。ただし、なお、いつもの形でコメントつけていただいて、例えば、

道路事業については整備事業終了後も、例えば、適切に維持管理しなさいとか、あるいは交

通実態とかの変化があったら適宜必要な施策を講じなさいみたいな付帯意見をつけることは

できます。 

  さらに、付属のコメントで、その社会状況等の大きな変化があると考える場合には、また事

業評価をかけなさいみたいなことをもしも先生方のコメントとして書いていただくことがあ

るなら、それはそれで書いていただくということになるかと思います。 

○平山委員長 そういうことでございますので、方向としては委員の皆さん、そういうことを付

帯的につけ加えたほうが、我々の気持ちとしては率直なんですよね。というか、「もしネッ
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トワークが完成した場合とか、社会状況が変わったような場合、必要に応じて、改めて事業

評価を実施することも検討される」というぐらいの表現ではどうでしょう。というか、必ず

やるとか何とかということはできないと思いますけれども。 

○黒沢委員 なかなか表現が難しいとは思うんですけれども、多分、そういう表現をしたら、

「あ、やらないんだな」と、多分一般の人は思うと思います。一般の人の感覚では、そう思

うと思います。 

  それから、そういう全体的な話ではなくて、委員の皆さんが必要性を感じているのは、特定

の事業だと思うんですね。今回でいうと、将来推計交通量と実測交通通量が、ネットワーク

ができていないからだと思うんですが、異なっている３番と５番と７番の事業だと思うんで

すね。これが知りたいことというのは、多分、ネットワークがつながったときに計画どおり

行ったかと。それで、交通量が計画どおりになれば、堂々と本事業は効果を十分に発揮して

おり、もう今後事業評価及び改善措置の必要はないということがそのときに言えるのではな

いかなと思います。 

  こういうふうに推計と随分離れている段階で、もう事後評価の必要はない、改善措置の必要

はないと結論づけてしまうと、ちょっと一般の感覚から違うのかなというふうに思っていま

す。全部の事業について社会情勢が変わったら出しなさいといっているわけでは全くなくて、

この特定の３事業だけ、ネットワークがつながったときを見てみたいと。そのときに、計画

どおりに行きましたということを堂々と言えば、きちっとした事業評価なのかなと思います。

そういった趣旨です。 

○平山委員長 これまでは「改善措置の必要はない」と、非常にあっさりした書き方で、今回、

鈴木部長おっしゃったようなああいうニュアンスを入れていただくというのは、大きな変化

ではないかなと思います。 

  これまでもいろいろなことをお願いして、そのとおりやってきていただいているし、私はそ

の言葉は非常に重たいのではなかろうかと思います。 

  特に今回問題になって、黒沢委員があげられた事業は、復興道路の一部を形成している事業

でもありますし、復興道路については本当に新しい発想で事業化した道路網でございますの

で、これについては誰が何と言おうと長い目で、この事業はどうだったという評価は絶対や

らなければならないタイプの道路網でございます。黒沢委員おっしゃるような方向に役所の

仕事自体もだんだん変わってきているように私は思っています。必要があればという限定付

きですが、書くだけで十分そういう思いは表現できているのではないかと思いますが、まだ
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だめですか。 

○黒沢委員 私、厳しい意見をずっと言っていますけれども、基本的には国交省さんの姿勢とい

うのは評価していまして、大体、この事業評価監視委員会というものを設けて、こうやって

議論していること自体というのは、ほかの省庁ではほとんど見られないことですし、そうい

ったことで評価しているんですが、ただ、せっかくこういった事業評価委員会をやって、こ

の審議内容というものも全部一般の人が確認でき、マスコミも来て報道する、そういった中

で、やはり一般感覚からちょっと離れたことをやると、かえって逆効果になってしまう。そ

ういった意味で、表現は難しいんですけれども、実質的にネットワークができたときにしっ

かり評価するようなことを担保するような文言、文言はどうでもいいんですが、むしろそれ

が担保できるような方向性みたいなものをここで打ち出せたらいいのかなと思います。 

  それで、特に今、私は福島にいるから復興関係のマスコミあるいは有識者からの問い合わせ

がいろいろありますので、ひしひしと感じているんですが、復旧事業、復興事業に対する目

が非常に厳しくなってきています。それで、本当にあら探しといってもいいような状態にな

りつつあります。そういった情勢を見ると、丁寧に説明をするというような姿勢というのを

見せていかないと、むだなことをやっているのではないかと思われる、そういうようなこと

が起きる。 

  それで、特に個人的には国交省が一番効率的にやっているとは思うんですけれども、過去の

経緯から、国交省をたたくというような方向がもうできてしまっていて、ほかの、例えば、

海岸防災林とかにはまだ無駄がいっぱいあるような気がするんですが、そちらはむしろ好意

的に捉えていて、国交省の事業なんかを厳しく見るという流れができつつありますので、や

はり、それは一般の世論の形成なんかを慎重に対応しなければいけないのかなと思っていま

す。 

  特に、そのためには、やはり、情報を出すということと、あとしかるべき委員会、こういっ

た事業評価監視委員会を使って評価をしてもらって、それで、しっかりやりましたというお

墨つきをもらうということが大事なのではないかなと思います。 

○平山委員長 皆さん、思いはそんなに違わないと思います。もし必要であれば、ネットワーク

が完成した時点とか、社会状況が変わったような時点というふうな具体的な文言を入れ込み

ますか、それじゃ。そのほうがご納得いただけるのかなと思いますので。 

  ちょっと事務局に案文をつくってもらって、また後ほどそれを読んでいただいて判断いただ

こうと思いますが。 



-33- 

  浜岡先生、何かありますか。 

○浜岡委員 関連して、よろしいですか。 

  一番初めに、事務局のほうから資料２を使って説明があった時に、実際の交通量と推計交通

量が異なるのは２つの原因が考えられると。１つはネットワークが完成していないことによ

る違い。今回の違いは全てそうなのではないかと。もう１つが、やばい方と言いますか、実

際期待していたのに効果が現れていない場合。それが、この資料２から読み取れないところ

に難しいところが始まったのではないかと思うんです。 

  それで、可能であればなんですけれども、実測交通量が書かれていますが、その隣は平成４

２年の将来推計交通量ですよね。そうではなくて、平成２７年の交通量というので、もし数

値が出せるのであればその数値を出して、その数値とは変わっていませんよと。つまり、計

算の中では大丈夫なんですと。そうすることで、少しはこの計算の信頼性が高まるのではな

いかと思うんですね。ゼロからの計算になるんでしょうか。もし過去にそういう数字を出し

たものがあるのであれば、それを１つ横に書いてあるだけで変なことはしていないというの

も客観的にわかるのではないかと思うんですけれども、いかがですか。 

○道路計画第一課長 確かに、この説明の資料だけだとわからないことももっともだと思います

ので、ちょっと今すぐできるかというのもあるんですけれども、きちんと改善できるように

検討していきたいと思います。ちょっと明確な答えではありませんが、きちんとご指摘を踏

まえて、入れられるかどうか検討したいと思います。 

○浜岡委員 感覚でですけれども、この実測交通量というのはネットワークが完成しなければこ

の数字でそうは変わっていないと見てよろしいんでしょうか。それとも、それでも違いが出

ているということなんでしょうか。 

○道路計画第一課長 ちょっとまだ精査ができていないんですけれども、概ね問題ないというふ

うに確認していますので、このような説明をさせていただきました。 

○浜岡委員 何か数字で示せるといいですね。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

  それではお諮りをしたいと思いますが、要点事業でご説明いただきました６件ございますが、

このうち、３件についてはネットワーク関係するんですか。 

○道路計画第一課長 ３件、はいそうです。３番、５番、７番はネットワーク条件によるもので

ございます。 

○平山委員長 じゃ、その書き方はちょっと工夫をしてもらえますかね。それで、残りについて
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は「効果を発現していて、改善の必要はない」とあっさり書いてしまうということでよろし

いですか。 

○浜岡委員 済みません、細かいことですが、１番、６番は逆に交通量が増えているんですよね。

そこは増えているからいいと考えるのもまた問題ですよね。環境問題が逆に起きますから、

難しいなと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○道路計画第一課長 １番、６番はあえて説明しなかったんですけれども、高規格道路で完成し

ていない部分がございまして、高規格道路が完成した場合に、一般国道から吸い上げる効果

が今後発生すると見込んでいるところでございます。 

  青森も、まだ八戸線が完成しない部分がありまして、そこができると一般道が、長距離トリ

ップですけれども、吸い上げられて一般道が減るということになりますね。そういった意味

で、実測交通量としては増えているといったことになります。 

○平山委員長 よろしいですか。 

○浜岡委員 ですからやはり、現在の数字が間違っていないということを示す推計結果もあると

いいですね。 

○平山委員長 いろいろ課題は残るわけですけれども、やはり、今回、幾つかの事業についてコ

メントを付記するということは非常に大きな変化だと思いますので、重点事業にあがったケ

ースと、それから、要点事業の３事業についてはコメントを加えていただいて、今後の方針

とするということでよろしいでしょうか。部長、よろしいですか。 

○企画部長 ということは、対応方針がちょっとずつ、ひとまとめでどんと書くのではなくて、

ちょっとずつ違うのが２種類ぐらいあるということですかね。 

○奥村委員 多分、だから、３番、５番、７番については物すごく我々が引っかかっているのは

どこかというと、この今のネットワークがつながっていない状態であるのに、第１番目の文

章の「事業の目的に対する効果を発現しており」というのに物すごく気持ちが悪いんです。

だから、本来もっともっと発現しなければいけない、ネットワークが完成した暁には発現す

るはずだといって事業を進めている道路ですから、だから、今の段階では発現がまだ不十分

なんじゃないのかと。でもそれは、事業の進展というか、ネットワークとしての進展との関

係でしょうがないので、ネットワークの進展を進めていただいて、効果が発現されるように

努力していただきたいということをお願いしたいんですよね。 

  だから、ここは、第１番目が「発現しており」というよりも、ネットワーク完成により事業

の発現が見込まれるとか、何か事業の発現の準備ができているとか、何かそういうような書
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き方にならないのかなということです。 

○企画部長 なるほど、ありがとうございます。ちょっと検討させていただいて、考えます。 

○平山委員長 今のご意見でよろしいですね。 

○企画部長 ちょっと考えます。 

○平山委員長 工夫をしてみてください。後で、議事要旨確認のときに見ていただきます。 

  それではそういうことでまとめさせていただきたいと思います。 

  残っているのが報告事項でございますが、どうしましょう、休みますか。時間ありますか。

大丈夫ですか。 

○司会 大丈夫です。 

○平山委員長 では、ちょっと３分から５分ぐらい休憩を入れて、報告事項に入らせていただき

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番の報告事項でございます。 

  本日の報告案件としましては、河川関係の事後評価が３件ございます。一括で簡潔な説明を

お願いいたします。 

○河川調査官 河川調査官の野仲でございます。 

  ただいまから河川事業に関する事後評価の結果について報告させていただきます。座って説

明させていただきます。 

  資料１１－１をごらんください。 

  １ページ目を見ていただきまして、今回、河川事業に関する事後評価３件、行っております。 

  １つ目が、北上川上流土地利用一体型水防災事業、これは岩手県の南のほう、一関遊水地の

直下流の事業でございます。 

  ２番目が、雄物川上流特定構造物改築事業、湯沢統合堰ということで、秋田県の雄物川の上

流のほうで、２つの既存の堰を１つの堰に統合する事業でございます。 

  ３番目、長井ダム建設事業、こちらは山形県の 上川の上流の左支川の置賜野川に建設した

長井ダムの事後評価でございます。 

  １枚めくっていただきまして、２ページ目が今ご紹介した３つの事業の事後評価の一覧表で

ございます。 
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  もう１つの資料、資料１１－２の１ページ目をごらんいただいてよろしいでしょうか。２つ

の資料をちょっと並べてお聞きいただければと思います。 

  資料１１－２の１枚目が、北上川上流土地利用一体型水防災事業ということでございます。

これは、事業内容にありますが、事業箇所は岩手県一関市川崎町～一関市ということで、一

関遊水地の直下流約８キロメートル区間の河川の整備でございます。ここは非常に狭隘部と

なっておりまして、川の両岸、８キロメートルずっと連続堤をつくると非常にお金がかかる

ということで、守るべき家とか資産を輪中堤で守ったり、宅地をそのまま嵩上げしたり、も

しくはもう家屋移転の移転補償費を払うと、そういう河川事業でございます。 

  事業効果のところを見ていただくと、写真が２つありますけれども、真ん中の写真を見てい

ただきますと、川が流れておりまして、北上川が。黄色いところ、ここを「移転」としてお

ります。川に物すごい近いところ、洪水時に非常に高い水位になりますので、ここに堤防を

つくると非常に非効率と。また、嵩上げしようとしても、５メートル、１０メートルと、物

すごい高い嵩上げをしなければいけないので、ここは移転してもらおうと。もう少し沢のほ

うに入った赤く囲っているところが、嵩上げをしたり輪中堤をしたりと。その右のほうに、

嵩上げ・輪中堤併用方式で３軒の家が見えますけれども、こういう方式を使って事業を行っ

ておるものでございます。 

  もう一度資料１１－１の審議結果一覧表に戻っていただいてよろしいでしょうか。 

  今言った事業を行っておりまして、Ｂ／Ｃにつきましては１．９ということでございます。

１以上、満足していると。 

  右から２列目の事後評価の主な内容ということですけれども、②社会経済情勢の変化に関す

る視点というところですけれども、１つ目の・に、一関市のほうで条例で「災害危険区域」

を定めていただいております。もうここは危険ですので居住してはいけないと、そういった

区域を設けたり、３つ目の・に、学識経験者、地域住民、河川・道路管理者により、「北上

川上流狭隘地区治水対策懇談会」というものを設立していただきまして、避難道路や避難ル

ートの確保、河川情報配信設備の整備、洪水ハザードマップを作成したり、自治体や地域住

民が一体となって地域防災力の向上に資する取り組みを行っていただいているところでござ

います。 

  こういうことで、Ｂ／Ｃも１．９と。あとは地域全体で治水の意識が盛り上がっているとい

うことで、非常に効果が認められるということで、審議結果におきましては、「改善措置及

び、今後の事業評価の必要はない」ということを、北上川河川学識者懇談会、左から３列目
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ですけれども、そこで１０月８日に審議いただいて、結果をいただいております。 

  続きまして、２番目の事業でございますが、１１－２のほうの事業概要をもう一度見てくだ

さい。 

  ２ページ目、雄物川上流特定構造物改築事業（湯沢統合堰）ということでございます。 

  左下に全体平面図がございますが、黒い字で２つ堰がございます。幡野弁天頭首工と湯沢頭

首工と。これは昭和２０年代につくられた堰でございまして、固定堰ということでございま

して、この堰のせいで、洪水のときには水位が物すごく上がってしまいます。治水上、非常

に危ないということで、赤字で書いている場所、湯沢統合堰というものを１つ新築いたしま

した。 

  こちらは可動堰ということで、堰が動きます。洪水時には堰がぱたんと転倒するタイプです

けれども、転倒堰でございまして、洪水時にはその堰が倒れて水位が下がるということで、

周辺の洪水被害が軽減されるということでございます。 

  こちらの審議結果について、もう一度資料１１－１の一覧表の真ん中を見ていただければと

思います。 

  こちらは左から３列目、雄物川水系河川学識者懇談会で、１１月に審議していただいており

ます。その結果につきましては、Ｂ／Ｃは１１．８と。それと、右から２列目、事後評価の

主な内容でございますが、１番目、事業の発現効果に関する視点では、２つ目の・で、平成

２７年９月洪水で、少し大きめの洪水があったんですけれども、そのときには、もし湯沢統

合堰がなくて昔の既存の頭首工があった場合には、あった場合と比べて、旧幡野弁天頭首工

で水位を１５３センチ下げて、上流側の旧湯沢頭首工で１４２センチ水位を低減させたと、

シミュレーション上、推定されております。 

  また、その下の・ですけれども、魚道を設置したことによって、新たにサクラマスやオオヨ

シノボリの２種の魚が遡上できることが確認されて、計１０種類の魚類の遡上ができるよう

になっております。 

  ②社会経済情勢の変化に関する視点ですが、このように治水安全度が上がったことによって、

大型商業施設が進出したり、現在、新たにごみ処理施設の建設が進められておりまして、こ

の事業のストック効果が着々と確認されているということでございます。 

  以上のようなことから、審議結果は、「改善措置及び、今後の事業評価の必要はない」とい

う結果をいただいております。 

  もう一度、資料１１－２の３ページ目、長井ダムの事業概要をごらんください。 
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  こちらは、左下に全体平面図がございますが、 上川の左支川置賜野川に建設されておりま

す長井ダムでございます。 

  目的としましては、そこに地図がありますけれども、凡例の黄土色で塗っているところがダ

ムによって洪水時の水位が低減されて浸水被害が軽減されるエリア、黄色のハッチがかかっ

たところが新規の農業用水の供給区域でございます。水色で塗りつぶしているところが水道

用水の供給区域ということでございます。このように、治水と利水、あとは発電も載ってお

りますけれども、そういった多目的を持った多目的ダムとして建設されております。 

  長井ダム建設事業の審議結果ですが、１１－１の一覧表の一番下を見ていただきますと、ダ

ムのほうは左から３列目ですけれども、東北地方ダム管理フォローアップ委員会というもの

を行っておりまして、５年に１回、各ダムについて評価を行うことにしております。 

  その評価結果におきまして、Ｂ／Ｃは２．０ということになっております。 

  事業評価の主な内容ですけれども、①のところの２つ目の・ですね。ダム運用開始以降、４

カ年で５回の洪水調節を行っておりまして、特に、平成２６年７月洪水では、ダム直下流で

約２．２６メートルの水位低減がされております。 

  その下、ダム運用開始後、ダムから必要な流量を放流することによって、補給することによ

って、特に雨が少なかった平成２４年において、渇水被害は生じておりません。 

  その下、電力につきましても、概ね計画どおり供給されております。 

  水質においても、環境基準を満足しており、動植物の生息・生育状況についても変化は確認

されておりません。 

  ②社会経済情勢の変化に関する視点ですが、ダム周辺で「ながい百秋湖まつり」とか「ボー

トツーリング」、あとはダム湖の観光客も年間約４万６，０００人訪れているということで、

観光のほうにも十分活用されているということでございます。 

  このようなことをまとめまして、フォローアップ委員会では、審議結果として、「改善措置

及び、今後の事業評価の必要はない」という審議結果をいただいております。 

  以上、河川に関する３つの事後評価の報告とさせていただきます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  ３件の報告がございましたけれども、北上川、雄物川の学識者懇談会、それから、東北地方

ダム管理フォローアップ委員会でご審議をいただいたもののご報告でございました。 

  何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。どうぞ。 

○黒沢委員 これは報告事項なので変えようがないと思うんですが、長井ダム建設事業で「ダム
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建設により周辺の動植物への生息・生育状況の変化は確認されていない」というのは絶対あ

り得ないので、多分、言いたかったのは、「希少野生動植物への大きな影響は確認されてい

ない」だと思うんですが、こういう、変化は全く確認されていないような書き方はちょっと

いかがなものかなと。間違いと言っても過言ではないと思います。 

○平山委員長 いかがですか。 

○河川調査官 済みません、実際の大きな変化は確認されていないというのが事実でございまし

て、この一覧表にまとめる段階で、少しこういう書きぶりになってしまいました。 

  実際のフォローアップ委員会では、それぞれ魚類が何種類が何種になったとか、きちんと正

確な評価結果を報告しておりますので。 

○黒沢委員 私も別の似たような委員会に出ていますのでわかるんですが、こういうことがまざ

るとほかのものが本当かなということになっちゃいます。他のしっかりと、例えば、数字を

出したりしているところにちょっとこういうあやしい文言が入ってしまうと、全体の信用度

を、全体の信用度というのは一番低いところにあってしますので、なるべく正確に書くよう

に努められたほうがいいと思います。雰囲気がガラッと変わっちゃいますので、この１文が

あるだけで。お願いします。 

○河川調査官 ご指摘ありがとうございます。以後、気をつけたいと思います。 

○平山委員長 ほかにございませんですか。 

  それでは、ないようでございますので、よろしいですか。 

  それでは、一応、今日予定していたものは全部終わりましたけれども、議事概要の取りまと

めがございますので、ちょっと休憩をさせていただきます。 

 

〔 休 憩 〕 

 

○平山委員長 それでは、本日のまとめについて確認をいたしたいと思います。 

  事務局のほうでよろしくお願いいたします。 

○司会 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。 初のところは省略させていただきます。 

  １．事業審議について 

  ・港湾事業 再評価 審議結果 

   仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル整備事業 
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  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。 

  事業費及び事業期間に大幅な変動が生じないよう、確実な見積りに努めること。 

 

  ・道路事業 事後評価 審議結果 

   一般国道４号 七戸バイパス 

   一般国道７号 弘前バイパス 

   一般国道７号 石川バイパス 

   一般国道４５号 中野バイパス 

   一般国道４号 富谷大和拡幅 

   一般国道４５号 唐桑道路 

   一般国道１３号 上山バイパス 

   一般国道１３号 新庄北道路 

  以上について、対応方針（原案）どおり「事業の目的に対する効果を発現しており、今後の

事業評価及び改善措置の必要はない」とする。 

  ただし、今後のネットワークの完成等、社会状況の変化に応じ、必要な場合は改善措置を検

討する。 

 

  ２．委員会報告事項について 

  ・事後評価報告 

   北上川上流土地利用一体型水防災事業（一関・川崎地区） 

   雄物川上流特定構造物改築事業（湯沢統合堰） 

   長井ダム建設事業 

  以上について、各学識者懇談会、ダム管理フォローアップ委員会による事後評価の審議結果

報告があった。 

  以上でございます。 

○平山委員長 はい、ありがとうございました。 

  いかがでしょうか。物足りない。 

  特定の事業をあげて、やはり交通量が予想どおりでないようなところもありましたし、奥村

委員がご指摘のところは交通の質の問題が変わってくるのではないかというようなことがあ
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って、どういうものについて付帯のことを言うべきなのかというのが、私が言った３事業だ

けではないような感じがして、全体にかかるような言葉に直させて頂いた表現です。 

○黒沢委員 評価というのは一括してやるものなんですか。それとも１つ１つの事業に関してや

るものなんですか。 

○平山委員長 １つ１つですよ。 

○黒沢委員 ですよね。道路事業に関しては評価というのは全部同じではなくて、個々の事業に

ついて意見がついていたような気がするんですけれども、これを見ると一括で審議して、一

括でこういう意見がついたというふうにしか見えないですよね。これでいいんですかね。 

○奥村委員 さっきのことと関連するんですけれども、そもそも事業採択のときに、１個の事業

区間というよりは、むしろネットワークの視点からここはするべきだ、しないべきだという

考え方が入ったんですよね、復興道路については。ということは、本来は、やはりそういう

ネットワークが全体として機能を発揮できたかどうかという時点で判断するべきではないん

でしょうかね。 

  だから、これは今回、今ここに至っている、さっきの特に２つですね。復興道路絡みの２つ

についていうと、復興道路絡みというか、復興道路より前に事業化しているんでしょうけれ

ども、でも、ネットワークがあって、初めて本来の機能を発揮できるというふうに見たから、

そういう括りで判断を今までもしてきているんだとしたら、ここで事業が終わったといって

も、やはり、本来のその事業が果たすべき役割はまだ果たしていないというふうに見なさざ

るを得ないのではないかというふうに思うんですよね。 

  だから、やはり、「以上について」のところの「（原案）どおり」のところの「事業の目的

に対する効果を発現しており」というところが本当かなと。その２区間だけでも私は結構だ

と思うんですけれども、残りの６事業は「原案どおり」でいいかなと思うんですけれども。 

  ４５号のところについては、ネットワーク効果を確認しないといけないんじゃなかろうかと

いうふうに私は思います。 

  ここの書き方だと、改善措置が必要になったらやるけれども、事後評価はもうしなくていい

という書き方になりますけれども、事後評価をしないといけないんだと思います。 

○道路部長 原案で４５号の２つと、１３号を書き分けるかどうかということをちょっと悩んだ

ものですから、２つのグループに分けることは全く我々異論はございません。ただし、その

２つ、３つだけでいいのかという話があったものですから一括にかける形にしたんですが、

そこは書き分けることも全く問題ないと思いますけれども。 
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○奥村委員 多分、３つだけでいいんじゃないですか。 

○平山委員長 ３つだけでいいですか。 

○奥村委員 はい。ほかのものはいいんじゃないですか。 

○道路部長 ３つでいいですか。これはこれからネットワークでやりますから、全然出てきます。 

○平山委員長 当然、４５号系はやるでしょうからね。 

○道路部長 やります。 

○平山委員長 それで、さっきの弘前のところの道路の話が、先生おっしゃったところの話を反

映させようと思ったら、どれにもかかるんじゃないかというふうになってしまったと。 

○奥村委員 弘前のところの話は、むしろ予想よりも交通量が増え過ぎて、もっと高度なものが

必要になってくるんじゃないかという方向の懸念があるんですけれども、逆に言うと、その

段階については、多分、次の新規事業評価のところに載ってくるので、ここでやらなくても

新規事業のところの評価にかかるので問題ないと思うんですよ。 

  だから、７号のところはもういいんじゃないかと。それから、４号と１３号の上山もいいん

ですけれども、やはり３つですかね。やはり、３つ。 低、その４５号の２つというところ

はネットワーク効果を発現して何ぼのもんだという、そういう位置づけの道路なのではない

かと。そうすると、やはり、そこのところを見きわめないと評価したことにならないんじゃ

なかという感じがします。 

○平山委員長 皆さん、いかがでしょうか。何かございますか。 

○浜岡委員 私は、資料２の数値がずれているところが問題の発端だと思われましたので、そこ

がずれていないという数字が示されるのであれば、この書き方でもいいかなと思いました。

奥村先生がおっしゃるとおり、ネットワークができた時の状況をしっかり確認しないといけ

ない。そのとおりなんですけれども、５年後という期限が決められた中ではそこはわからな

いわけで、ただ、当初想定した結果がしっかりと得られているというのが示されているなら

ば、もうこのままでいい。 

  繰り返し言いますが、資料２の横長のもので、実測交通量の右か左に「平成２７年推計交通

量」という枠をつくっていただいて、そこの数値が現在の交通量に近ければ問題ないのでは

ないかと私は考えております。 

  ただ、それは数字を見てみないと始まらないことですし、それで実際にずれているとまた問

題ですので、ここで「それでいい」というのもちょっと言い過ぎかもしれないですが、考え

としてはそうではないかと思いました。 
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○平山委員長 そうですね。非常に悩むところだけれども、やはり、ネットワークの一環として

位置づけられている事業については、全体ができるまでは何ともいえないというのが言いた

いことですね。 

○奥村委員 そうですね。さらに言うと、もっともっと絞って言うと、３の中野バイパスだけで

す。なぜかというと、今の現道に出ているところでも、唐桑のほうとかはＢ／Ｃが２．７あ

るので、７，８００台であったとしても十分Ｂ／Ｃはクリアするのでいいんですけれども、

３番のものは６，７００台で１．７で、それが２，５００台しかないとすると１を切ってし

まうので、やはり、ここについてはちょっと苦しいかなと思うんですけれども、それだけ特

出しするのも何だから、やはり、ネットワークの動静を見きわめて評価というのが正しいの

ではないかなというふうには思います。 

○平山委員長 それでは、私の提案として、ネットワーク絡みの３事業だけ特出しして書くと。

ほかのものについては問題ないという書き方でどうでしょうか。 

  ３事業については「必要ない」と断言することはできないですから、そこのつなぎをうまく

やってもらって、ネットワーク完成時や社会状況が変わったときにやるんだという、見直す

んだということに文章をつくっていただけませんでしょうか。そういうことでどうでしょう。

そんなことで。 

○企画部長 見直すというのは、「必要な場合は改善措置を検討する」で終わってよろしいです

か。 

○北林委員 「必要な場合は」は要らないんじゃないですか、そうすると。 

○奥村委員 いや、事後評価をしてほしい。 

○局長 ちょっといいですか。済みません。ちょっと私、緊急な用件で外してしまって済みませ

んでした。 

  これ、私も以前の新規の、前の事業評価を見ているものですから、確かに復興道路はインタ

ー間とかジャンクション間とか、非常に大きい評価をしたということもありますから、そう

いう意味で、今回どうしてもルール上、こういう個別のバイパス的なところで事業評価をし

ていますけれども、おっしゃられるとおりネットワークができたときのＢ／Ｃ何ぼというと

ころもありますので、その段階で事後評価を実施するということはそれは構わないというか、

必要なことだというふうに思います。ということでよろしいですよね。いいですよね。 

  ただ、ちょっと１点だけ、道路のバイパスというのはいろいろなバイパスがありますから、

それが全部そうだと言ったら全部そうなんですね。弘前バイパスもどんどん延びていますか
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ら、それもじゃ全部ネットワークができたときにやるということになるとちょっと違うのか

なと。永遠にやり続けなければいけないところもあるものですから。 

  特に、この復興道路についてはジャンクション間のＢ／Ｃでもともと評価をしていたという

ところもあるものですから、それは本当に皆様おっしゃるとおりなのかなというふうに思い

ます。 

  それから、この平成２７年度の推計値、この低いやつ。これがまだ精査をしなければいけな

いというレベルのものではあるんですけれども、数字はあるようですので、ちょっと今それ、

報告をさせます。 

○道路計画第一課長 済みません、報告してよろしいでしょうか。 

  １番の七戸バイパスでございますが、平成２７年ネットワークの推計値１万３，０００台、

２番につきまして、弘前バイパス３万３，１００台、石川バイパス２万２，９００台、中野

バイパス２，７００台、富谷大和拡幅３万７，４００台、唐桑６，６００台、上山２万２，

８００台、新庄北６，３００台。 

○局長 済みません、ちょっとまだ精度がなかなかなものですから、あくまで参考ということな

んですけれども、今の話だと、中野バイパスが若干少ない。２，７００台に比べて今回２，

５００台なので。それから、５番の唐桑は逆に６，６００台のところ７，８００台。 後の

新庄北は６，３００台というのが５，７００台ということですから、ちょっと１割ぐらいま

だ頑張りが足りないということなのかもしれませんね。ちょっとこれはご参考ということに

していただければと思います。 

○奥村委員 よろしいですか。 

○平山委員長 どうぞ。 

○奥村委員 だめだとか言おうとしているわけではないんです、我々ね。逆に言うと、さっきの

話は、事業を決めたときとか、あるいはそれを進めようとしているときは、ネットワークを

ちゃんと完成させていただかないとこの事業はむだになる。だから、ほかのものを応援して

ずっと進めていただきたいということを明らかにするために、ここのところに書かせていた

だきたいという、そういう気持ちなんです。 

  だから、これが例えば、今２，７００台でした、２，５００台近いですねと。じゃこれで、

もうここで関連する事業をここでぽっと切って、この事業は問題ありませんでした。ほかの

事業もぱっと切られたとしたら、これは一体何だったんですかということにやはりなるわけ

なんですよね。 
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  だから、やはり、これが意味を持つためには、関連するところもちゃんとやってくださいと

いうことをお伝えしたいという気持ちなんです。これがいいか悪いかというよりは、そうい

う感じ。 

○平山委員長 何か、そういう気持ちをあらわすような議事要旨にしてほしいんですけれどもね。 

  委員の皆さん、決してこういうのやめようなんていうことは全然思っていないので、できる

だけネットワークが完成するまでやり続けてほしいという思いが強いものですから。 

○北林委員 そうなんですよね。部品がそれぞれすごく性能がよくても、組み立て上げられたも

のの性能がよくないと結局意味がないですよね。道路の場合は全く意味がないとは言えませ

んが、近隣の方々のためにはよくても、やはり、全体が機能して 終的に大きな目的が達せ

られるという意味で、でき上がりの検証は必要だということですね。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

○北林委員 同じことを言って申しわけありません。 

○平山委員長 今、再度配付になりました。 

  ２つのグループに分けて記述してございますが、いかがでしょうか。 

○司会 それでは、道路事業のところだけ読み上げます。 

  ・道路事業 事後評価 審議結果 

   一般国道４号、済みません、省略させていただきます。 

  七戸バイパスから上山バイパス 

  以上について、対応方針（原案）どおり「事業の目的に対する効果を発現しており、今後の

事業評価及び改善措置の必要はない」は妥当である。 

   一般国道４５号 中野バイパス 

   一般国道４５号 唐桑道路 

   一般国道１３号 新庄北道路 

  以上について、今後のネットワークの完成等社会状況の変化に応じ、改めて事業評価を実施

する。 

  以上です。 

○平山委員長 いかがですか。 

  この下の３つ、これ一応短期的には効果を発揮しているわけですね。だけれども、というよ

うなニュアンス、これだったらそれについても何も言っていないですね。 

○奥村委員 何も言っていないですね。 
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○道路部長 わかりました。ちょっとただしてください。「目的に対する効果を概ね発現してい

る」とか何とかこうちょっと言葉を入れてですね。「ただし、今後のネットワークの完成等

社会状況の変化に応じて、改めて事業評価を実施する」と、これはわかりました。 

○奥村委員 部分的に発揮しているということ。 

○北林委員 個々における働きはどうやって入れたらいいか。 

○遠藤委員 現時点ではそれなりにしっかりやっているんですよね。ただ、ネットワークができ

上がった時に改めて評価してほしいという希望なんです。現時点ではそれなりに効果が出て

いる。 

○奥村委員 どちらかというと、「効果は発現しているものの、ネットワークの完成の中でさら

なる役割が果たせるようにしてほしい」というぐらいの話なんですね。 

○遠藤委員 ネットワークがつながった時のより高くなった効果をしっかり示してほしいという

意味なんです。 

○奥村委員 「事業効果を概ね発現しているものの、」ぐらいかな。 

○黒沢委員 ネットワークとしての効果を見たいわけですよね。個々の事業としては計画どおり

に行っていると。ただ、ネットワークとして事業をもっともっと評価して進めていきたくて

ということですね。 

○企画部長 今、その３つについては、「以上について、事業の目的に対する効果を概ね発現し

ているものの、今後のネットワークの完成等社会状況の変化に応じて、改めて事業評価を実

施する。」 

○平山委員長 よろしいですか。（「はい」の声あり） 

○企画部長 ありがとうございます。 

○平山委員長 今の文書は、後ほど配付してください。口頭でお伝えしましたけれども、これで

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。今日はもう時間が随分長くなってしまいましたけれども、その他

ですか、はい。 

 

５．閉 会 

○司会 それでは、本日 後となりますけれども、今年度をもちまして、平山委員長と間庭委員

が６年の委員任期満了のためご退任されますので、お２人からご挨拶をいただきたいと思い

ます。 
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  平山委員長からお願いします。 

○平山委員長 短くさせていただきます。 

  大変、委員の皆様にはお世話になりました。また、国交省の対応された幹部の職員の皆様、

事務局の皆様には本当にありがとうございました。 

  私、もともと東北の方というのは口数が少ないですし、非常に我慢する風土があって、イン

フラ整備には積極的にかかわりたいなと思っておりましたので、何でもかんでも事業継続と

いうわけではございませんけれども、どちらかというとそういうスタンスでやってきて、皆

様にはちょっと物足りないなと思われていたかもしれませんけれども、そのあたりはお許し

をいただきたいと思います。 

  長い６年間という期間でございましたけれども、これから皆様が効率的にスピード感を持っ

て事業がこの地域に進展するように、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。 

  どうもありがとうございました。 

○司会 引き続きまして、間庭委員、よろしくお願いします。 

○間庭委員 本当にこの６年間、平山委員長、委員の皆様方、整備局の皆様、大変お世話になり

ました。ありがとうございました。 

  大変この審議会を通じて学ぶことが多かったのと、６年のうちの５年がほぼ震災以降でした

ので、整備局さん、我々そばにいて、いろいろなご活躍をされた、川瀧局長もあの当時、道

路部長で、本当に 先端に、徳山局長のもとでおられたので、事業評価どころでないなとい

う雰囲気は私なんか思っていたんですが、にもかかわらず、大変な復興に関してのご尽力い

ただいたものは、何といいましょうか、初動が非常に大事だというのを改めて思いまして、

その後、いろいろな今日につながっておるわけですし、また、局長前任の観光庁におられた

んですけれども、昨日発表になった東北のインバウンドがやっと震災前に戻りつつあるとい

うことですが、しかし、福島、宮城、秋田はまだ全然及んでいないということもありますの

で、インフラも含めてですが、東北の復興に今後ともこの委員会あるいは整備局さんの働き

が非常に大きいと思うんです。 

  後に、さっき弘前のところで触発されたんですが、この議事の中でちょっとふさわしくな

い意見なので、この場が 後ですので申し述べさせていただきますと、以前にもあったんで

すが、弘前の部分が特に好例なんですが、どうしても事業評価というと道路についての評価

がフォーカスされます、当然ですが。しかしながら、それで、例えば弘前でいえば、中心市

街地との関係はどうなったのかなとか、それから、バイパスというのは必要性があって出し
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たにもかかわらず、そこにデスティネーションが発生したために、誘発開発効果によって経

済や雇用は発生したけれども、そこにまたいろいろな車が集まり始めて渋滞が起きて、バイ

パスのバイパスが必要になる例というものが実際にあったわけです。そして、 終的には、

本当に弘前の中心市街地がどうなってしまったんだろうみたいなところも実際にはあるので、

自治体が非常にしっかりとやらないと、こういうバイパスというものに、本当にいい意味で

位置づけて生かしていくというのは、土地利用と交通体系の非常に微妙な問題は、この審議

の対象になっておりませんので発言しませんでしたが、常にそういうことを思いながら東北

の場合はやっていかないと、人口減少時代という中で、市街地の拡大は、例えば、工業団地

とかそういった、アルカディアとかああいったものに対しては非常に必要なんですが、商業

サービス業関係で本当にそうなのかなというところがあるので、それを全体的に評価すると

いうのは非常に困難なので、Ｂ／Ｃが上がったからってぬか喜びできない部分も実際にある

ので、そこのところ、ぜひ今後とも片隅に置いて、地域の発展を今後ともご指導いただけれ

ばと思います。 

  本当に６年間お世話になりました。ありがとうございました。 

○司会 平山委員長、間庭委員、お２人、６年間本当にありがとうございました。 

  また、各委員の皆様方におかれましても、１年間のご指導、本当にありがとうございました。

来年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

  ちょっと引き続きになりますけれども、６時２０分ぐらいから、平山委員長と間庭委員の慰

労会を開催いたします。事務局で会場へご案内いたしますので、参加予定の委員の方はご移

動の準備をお願いいたします。 

  以上をもちまして、平成２７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。 

  本日は大変お疲れ様でした。 

 


