
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２８年７月２９日（金曜日） 

    １５：００～１６：２２ 

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） ただいまから平成２８年度東北地方整備局の第１回事業評価監

視委員会を開催いたします。 

  本日は、大変お忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  私、本日の司会を務めます地方事業評価管理官の佐藤でございます。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、 初に本日の資料を確認いたします。お配りしている資料ですが、事業評価監視

委員会第１回の配付資料一覧、次に次第ほかをホチキスでとめたもの、それから資料１－１、

１―２、資料２―１、２―２、資料３―１、３―２、以上でございますけれども、資料の不

足等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、次にまいります。 

  本日は、伊藤委員、河野委員、成田委員が所用のため欠席となっております。１１名中８名

の委員の出席でございますので、会としては成立しております。 

  ここで、６月２１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、異動のあ

りました幹部職員を紹介させていただきます。安田副局長でございます。 

○副局長 副局長の安田でございます。去年の７月まで企画部長で大変お世話になっておりまし

た。再びどうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 筒井建政部長でございます。 

○建政部長 建政部長の筒井でございます。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 平成２８年度の第１回の委員会、大変皆様お忙しいとき、また梅雨明けでものすごく暑

い日になりましたけれども、整備局までお越しいただき、ご出席いただきましてありがとう

ございます。今年度もこの事業評価監視委員会、よろしくお願いいたします。 

  本日は、河川事業の再評価が２件と港湾事業の再評価１件の３件ということであります。限
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られた時間ではございますけれども、活発なご議論を賜りますよう、よろしくお願いしたい

と思います。 

○司会 ありがとうございました。 

  それでは、審議に入らせていただきます。これ以降は奥村委員長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

３．審 議 

○奥村委員長 今回から委員長ということになりますので、どうぞよろしくお願いします。 

  これより審議を始めさせていただきますが、説明のほうはポイントを押さえて、効率的な議

事の進行にご協力いただくようお願いします。 

  それでは、まず河川事業の再評価２件の審議を行いますが、今回は事前にワーキングを開催

しておりませんので、２件とも重点事業として審議をするということになります。 

  それでは、１件目の 上川水系直轄砂防事業について説明をお願いします。 

○新庄河川事務所長 新庄河川事務所長の田村でございます。座って説明させていただきます。 

  資料は、直轄砂防事業再評価 上川水系直轄砂防事業、資料１－１でございます。 上川水

系直轄砂防事業の再評価についてご説明いたします。 

  それでは、１ページ目をお開きください。事業の対象箇所は右の位置図のとおり、オレンジ

色の 上川水系のうち緑色の５流域、立谷沢川、角川、銅山川、寒河江川、鮭川において事

業を行っており、流域は火山噴出物の脆弱な地質からなり、雪解け時期には大規模な崩壊な

どが発生し、下流河道に供給されるなど、過去から幾度となく土砂災害が発生してきており、

昭和１２年から直轄事業に着手してきております。記載の写真のとおり、近年においても大

規模な災害が発生しています。 

  次に、２ページをご覧ください。事業の目的は、山形県内の社会経済活動を担う山形自動車

道、ＪＲ線及び関係６市町村を洪水、土砂氾濫被害から防止、軽減を図るものであります。 

  事業期間は長期に及ぶ場合、中期計画として概ね３０年程度を再評価対象期間とすることに

なっており、平成２３年度を初年度として平成５２年度までの３０年間としています。 

  全体事業費は８１４億円で、これまで１７２億円を投資し、進捗率は２１％となっています。 

  全体計画としては、砂防堰堤１２６基などの整備を行い、砂防堰堤などを中心とした施設整

備により、流出土砂の調節などを図り、土砂災害の防止、軽減を図るものです。 

  次に、３ページをご覧ください。右の図にありますように、本再評価対象事業期間は平成２
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３年度から平成５２年度の３０年間となっており、水系全体として土砂整備率を約４１％か

ら約６０％に向上させるもので、平成２８年度末現在で２８基を整備しており、全体として

１２６基の砂防堰堤を整備するものです。前回評価の平成２５年度以降、平成２８年までに

１７基の砂防堰堤の整備を実施してきております。 

  次に、４ページをご覧ください。土砂、洪水氾濫被害の軽減として、上流部の荒廃地対策、

未整備渓流の施設整備により、酒田市街地などの床上浸水家屋被害１万８，６００戸のうち

１，４９０戸を解消し、重要交通網である国道７号、国道４７号などの浸水延長約１４７キ

ロのうち約１２キロが解消します。 

  また、土石流危険渓流では、人家５戸以上の全ての家屋２４６戸ですが、その被害を解消し、

流域内の孤立集落１６地区も全て解消します。 

  前回の便益の計算条件、便益の項目は記載のとおりです。 

  次に、５ページをご覧ください。事業の進捗状況として、累積事業費と累積整備施設数の状

況を示しておりますが、ほぼ計画どおり進んでおります。コスト縮減についても、現地発生

材とセメントの混合したものを堰堤本体にすることにより約１２億円、堰堤本体のコンクリ

ート打設に残存型枠を使用し約３億円のコスト縮減を予定しています。 

  ６ページをご覧ください。平成２３年５月に、立谷沢川流域の濁沢、庄内町で大規模崩壊が

ありましたが、砂防堰堤５基により流出土砂のほとんどを捕捉し、 上川への土砂流出を抑

制しました。 

  ７ページをご覧ください。昭和２７年に竣工した肘折砂防堰堤は、肘折温泉街を守る基幹施

設として効果を発揮しています。 

  ８ページをご覧ください。ハード対策のほかに、施設の完成後に点検のため監視カメラを設

置しており、警戒、避難にも活かしています。銅山川流域の肘折地区でも大規模な土砂崩壊

が発生し、一時、温泉街が水没するおそれが生じたため、リアルタイムで情報提供を行って

きております。また、右にありますように、大規模訓練も地域と一緒に実施してきています。 

  次に、９ページをご覧ください。防災力向上のため、小中学生を対象に防災教育の取り組み

を実施してきています。また、魚類や猛禽類の調査を行い、有識者からご意見をいただきな

がら計画的に事業を進めてまいります。 

  １０ページ目をご覧ください。費用対効果分析実施判定結果となっております。前回のＢ／

Ｃの結果は１１ページのとおり、全体で２．８、残事業２．５となっております。 

  後に、１２ページをご覧ください。県より事業継続の意見をいただいております。対応方



-4- 

針といたしまして、土砂災害の履歴が多いことや流域内の資産、経済効果から事業継続が妥

当と判断しております。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明でご意見、ご質問等をお願いします。いかがでしょう。浜岡委員。 

○浜岡委員 浜岡です。今のご説明で非常に順調に進んでいるといいますか、問題なく進んでい

るということがよくわかりました。 

  ３年を経過したということで、再評価するに当たって、この３年間の間に何か大きな雨が降

る、災害などの気象変化があって、その際の実際の降雨量、例えば流域に流れ込む水の総量

などをチェックされていると、計画の大前提である計算式というか、考え方の再チェックに

もなるかと思うんですね。つまり、５０年に１度の雨が降ったときにはこれぐらいの雨量、

流量になって、これぐらいのインパクトがあるだろうという、その想定を確認するというこ

とも大事ではないかと思ったんですけれども。もし、この３年間に何か特徴的な雨があって、

今までの計算上と間違いない自然状態というんでしょうか、河川の流量なり土砂の流れなり

だったかというチェックがもしできていたのならば教えてもらいたいんですけれども。 

○新庄河川事務所長 ありがとうございます。幸いにして、前回の再評価から今回の３年間につ

きましては、大きい出水、大きい崩壊等はございませんでした。ただ、ご指摘のとおり、今

どういう状況になっているかというのを把握するのは非常に大事なことだと考えています。

特に大きい降雨があって大きい崩壊があった場合には、その後の土砂の動きなどをレーザー

プロファイラなどを使って追跡調査をしたりして基礎データを集めているところです。 

  また、通常でも流量や、もしくは河川を流下する掃流砂、浮遊砂などについてもデータを蓄

積しているところなので、もしそういうデータを使って計画に反映させるべきときが来れば、

それは反映させてまいりたいと考えています。 

○浜岡委員 ありがとうございます。想定と実際の整合性がとれているかどうか、もしチェック

できたらお願いしたいということだったんですけれども、今からデータをためて今後チェッ

クするということで。 

○新庄河川事務所長 今のところは不整合が生じていることはないと考えております。 

○浜岡委員 わかりました。ありがとうございます。 

○奥村委員長 ほかにいかがでしょうか。小野委員。 

○小野委員 初めてなので、ちょっと見当違いのことを申し上げるかもしれませんが、まず肘折
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温泉。これは観光面でも 近注目されている大変大事な温泉だと思うんですが、普段なかな

か一般の人の目に触れない砂防ダムが観光面でも効果を発揮している側面があるということ

で、大変良いことだなと思ってお聞きしました。その中でＢ／Ｃなんですけれども、２．８、

２．５という数字は、一般的にかなり高い評価と認識してよろしいんでしょうか。 

○新庄河川事務所長 それぞれの事業によっていろいろ特徴がございますけれども、砂防事業も

いろんな地域でやっていますので、マニュアルどおりに計算するとこういう数値になると。

そういった意味では通常の値かなと思いますけれども、我々現場におる者の感覚からします

と、まだまだベネフィットとして十分考慮されていない項目もあるのではないかと感じてい

るところもありますので、そこについては十分に勉強してまいりたいと思っています。 

○河川部長 ちょっと補足させていただきます。河川部長でございます。 

  水系砂防で、市街地を守っているようなところがあるのとないのとではかなり違って、例え

ば酒田の市街地を守っている赤川、そこでやっている砂防事業の例でいくとＢ／Ｃが１０ぐ

らい。ですから、そういうメジャーな都市がなければやはり今ぐらいの２だとか２．８とか、

そのぐらいになるような感覚だと捉えていただければ。特段この事業が高いというイメージ

ではないです。 

○奥村委員長 ありがとうございます。そのほか、どうでしょう。遠藤委員。 

○遠藤委員 遠藤です。専門ではないので教えていただきたいんですけれども、例えば３ページ

の再評価対象事業計画概要の中で、各流域で整備率、概ね３０年後（平成５２年末）で上の

ほうから７５％とか７０％とかあるということは、それだけ整備率を上げないと危ないとい

うふうに考えているんだろうなと思うんですけれども。それに引きかえ、例えば寒河江川は

４０％でも大丈夫だと、安全性がある程度のところで保たれるんだというふうに考えて全体

を設計していると考えてよろしいんでしょうか。 

○新庄河川事務所長 お答えいたします。流域ごとに土砂整備率の目標を決めておりますけれど

も、土砂の流出量、地域の社会環境等を考慮しまして、当面３０年の間はこれを目標値とす

るということであります。ですから、到達点が４０％になったのでそこは安全ですというこ

とではなくて、７０％でも市街地を直撃するような土砂が出るようなところではまだまだ不

十分なのかもしれません。そこはその時点でまたご判断を仰ぐことになると思います。 

○河川部長 ちょっとまた補足させていただきますと、この７割とか４割という差は基本的には

４ページの上段に書いてあるような考え方で、３０年間に整備するべきポイントを累積した

結果がこういうことだというのが筋論です。ですから、高いところというのはやはり水系全
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体に効くような、土砂がたくさん出てくるようなところ、こういうようなところが多ければ

当然３０年間の目標は高い整備率になると。それから、そのほかに地先の砂防というか土石

流危険渓流の集落を守るようなところもありますけれども、大体その左右、大きな砂防堰堤

というのはやっぱり水系の砂防に効くような、大きな土砂を調節するようなところが主眼で

すので、こういったようなところの整備率が高くなっているというふうに思っていただけれ

ば結構だと思います。 

  それから、砂防事業の歴史的なところも各流域で特性がございます。早くから事業に着手し

ていれば今現在も当然そういったところの整備率が進んでいる。流域によって特徴、差が出

ている結果、こういうことです。いずれにしても、４ページに書いているような基本方針に

のっとって目標を立てた結果、保全すべき家屋を守れないようなところは出てこないという

ことなのでご理解をいただければと思います。 

○遠藤委員 大変わかりやすいご説明ありがとうございました。 近は雨の降り方が昔とだいぶ

変わりつつありますし、また集落の形成もだいぶ変わってきているので、そういうことをな

かなか反映するのは難しいのかもしれませんけれども、被害がなるべく少なくなるように目

標をいつもある程度フレキシブルに考えていただければ大変ありがたいのかなと思っており

ます。よろしくお願いします。 

○奥村委員長 そのほかどうでしょうか。お願いします。 

○北林委員 観光地などで人の往来もたくさんあるところで、こうした工事が大変重要だという

ことは揺るぎない事実だと思います。 

  その中でちょっと私が引っかかったのは、７ページの肘折温泉の宿の女将さんからの声で、

「歴史的な砂防施設が土砂災害を防いでくれていることを理解した上で、それら施設と一体

となった整備を実施すればより一層の観光資源が得られると思う。」というところです。

「それら施設」というのは国交省で行った砂防堰堤のことだと思うんですけれども、「一体

となった整備を実施する」というのは、どういう意味なのでしょうか。それら一体の整備も

国交省でやるということなのか、どういった性質の整備を住民は期待しているのかというこ

とを確認しておきたいと思いました。 

○新庄河川事務所長 ありがとうございます。いろんな思いがあって「一体となった整備」とお

っしゃったんだと思うんですが、この資料にも書いてありますとおり、平成２１年度に登録

有形文化財に指定されています。せっかく指定になったのだから余り維持管理をほったらか

しにしないでくれという意向も入っているでしょうし、また地元の女将さんたちですので、
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地元としても大きい施設整備はできないけれども、いろんな観光になるようなものの整備な

どを一体となってやれば、もっとお客さんに喜んでもらえるんじゃないかという趣旨で私は

受けとめました。 

○企画部長 例えばこの左の肘折砂防堰堤とございますよね。これは我々がやるとして、その前

後、例えば観光地ですから散歩道だとか遊歩道だとかを、変に景観を損なわないような、き

れいな自然な感じに整備をしていただければと。そうすることで例えば温泉で朝散歩すると

きに砂防堰堤を見ながら、きれいな川を見ながら一周できるといいわねみたいな感じもある

のではないかと思います。 

○北林委員 ということは、その散歩道の整備というのは…… 

○企画部長 村がします。 

○北林委員 村がね、地元が。官民一体及び国と村と…… 

○企画部長 官民、そうですね。例えばそこの女将さんたちが掃除をするとか、そういうのもあ

るかもしれませんけれども。 

○北林委員 「整備」というのはそういうことなんですね。 

○企画部長 まあまあ、そういうことかなと思います。 

○北林委員 もしかして、砂防堰堤とともにこの付近のいろいろなものも国に整備してほしいと

いう意味もあるのかなと思いまして。 

○企画部長 砂防堰堤を少なくとも壊れるまでほっとかないでねという意識はあると思いますけ

れども。 

○北林委員 ああ、なるほど。 

○企画部長 みっともなく汚くしないでねというのはあるかもしれません。 

○北林委員 維持管理。わかりました。 

○奥村委員長 そのほか、いかがでしょうか。黒沢委員。 

○黒沢委員 この会議で何度か申し上げておりますが、砂防堰堤、砂防事業でつくる構造物とい

うのは人の生命や財産を守るという意味で非常に有効なんですが、環境に関しては非常にイ

ンパクトを与えるものなので、もちろん国の財政もありますけれども、必要かつ 小限にす

べきものかと思うんですね。地方全体でこれを続けますか、続けませんかといったら、続け

ますとしか言いようがないんですが、今回の場合は流域に分かれていますよね。例えば流域

ごとにＢ／Ｃを出して、その流域ごとにある程度私たちに判断の材料をいただくような、も

うちょっときめ細かい情報というのはいただけないんでしょうか。お願いします。 
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○奥村委員長 評価の単位というか、ですね。 

○新庄河川事務所長 今ここで示している５つの流域ごとに３ページ目に示しているように、各

諸元は整理されているところです。ただ、全体のＢ／Ｃについては水系全体で評価するとい

うルールがございますので、そちらに則って計算しております。 

○河川部長 ちょっと補足させていただきます。これは３０年間の事業として評価していただく

案件なのですが、先生がご指摘くださいましたのは、どういうところが効果があるのかがわ

からないと、進め方そのものについて良いとか悪いとかというコメントをしにくいよねとい

うことだと思うんですね。実は前回、その３０年間のうちに もその中でも効果の高い１０

年間でどういうことをやらせていただきたいというご説明をさせていただいています。基本

的にはその説明のシナリオというのは変えていないんですけれども、今回は資料としては割

愛させていただいています。こういうようなものの中から、もちろん治水的な要素がメイン

ではございますけれども、重要な交通路線があるところは優先順位が高いので守っておこう

とか、早期に着手しようといった事業の考え方だとか、崩壊の進み方が著しいようなところ、

すぐにでも崩れてきそうなところの事業を優先的に執行していくというような方針は前回の

評価のときの説明から変わっておりません。Ｂ／Ｃは今、所長が申し上げたとおり、水系砂

防ということで水系全体としか出せないんですけれども、事業の進め方という観点での整理

というのはまた別途資料を提出することが可能だと思っております。 

○黒沢委員 今回の事業は平成２３年度開始ということで、大きな社会情勢の変化というのは余

りないと思うんですが、こういうふうに新しい事業ではなくて、始めてからだいぶたった事

業なんかを審議するときに、やはりもうちょっときめ細かい情報がないとこちらとしてもな

かなかクリティカルな意見というのは言いづらい。生命や財産がかかってくることなので厳

しいことは言いづらいところに、さらに情報がないと、それはすばらしいですねという意見

しか出しようがありません。これはむしろ今回の議案というよりは、ここの会議のあり方だ

と思うんですけれども、委員のほうである程度厳しく査定できるようなやり方というのをも

うちょっと考えていただければと思います。 

○奥村委員長 ありがとうございます。 

○遠藤委員 すいません、ちょっと本題から外れるんですが、５ページのコスト縮減のところで

「現地発生材を使用したセメント」、この文章はちょっと妙だなと。現地発生材とセメント

を使用した堤体内部材…… 

○奥村委員長 コンクリートならわかる。 
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○遠藤委員 ここと、 後の１２ページの下から２つ目の文章を、読みやすいように変更したら

いいのかなと思いました。 

○奥村委員長 コンクリートでしょうね。セメントには、現地資材は使わないですね。 

○新庄河川事務所長 すいません、表現を非常に曖昧にしてしまいました。現地で発生した土砂

とセメントを混ぜて材料にするということでございます。 

○遠藤委員 よろしくお願いします。 

○奥村委員長 そのほか、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

  では、いろいろ貴重なご意見をいただきましたけれども、事業全体の進捗、ここのところで

中断するかどうかというようなことで考えれば重要な事業なので進める、継続ということに

は変わりはないと思うんですけれども、先ほど黒沢委員からありましたように、どこから進

めるべきなのかというところについては内部で引き続き研究をしていただくと。やはり同じ

やるんでしたら効率的に進めていただくというのが大事ですので、そういうことに配慮しな

がら継続という原案どおりの対応方針を認める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、次に２個目ですね。月山地区直轄地すべり対策事業の説明をお願いいたします。 

○新庄河川事務所長 それでは、資料２―１「地すべり対策事業 再評価 月山地区直轄地すべ

り対策事業」を用いまして説明させていただきます。 

  まず、１ページ目をご覧ください。事業の対象箇所は右上の図に示してありますとおり、点

線が月山地区の調査区域であり、現在事業を行っているのが志津地区と田麦俣地区です。流

域は火山岩屑からなる脆弱な地質からなり、雪解け時期に幾度も地すべり活動による被害が

発生しております。 

  事業箇所には、志津温泉や多層民家などの観光施設のほか、重要交通網である国道１１２号

などが通っており、また治水、利水上重要な月山ダム、寒河江ダムを下流に抱えています。

そのため、平成２１年度から直轄事業に着手しています。 

  近年の主な地すべり災害としては、表に示していますように、融雪期を中心に被害が発生し

てきており、多い年では融雪期の約半年間で７０センチから８０センチの移動量がございま

して、写真のような被害状況となっているところでございます。 

  次に、２ページ目をご覧ください。事業の目的は、志津地区及び田麦俣地区の集落、そして

志津温泉や多層民家などの観光施設、重要交通網である１１２号などの保全、また月山ダム、

寒河江ダムの機能保全を目的としております。 
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  事業期間は平成２１年度から平成３５年度までの期間としています。 

  全体事業費は２４６億円で、これまで８０億円を投資し、進捗率は約３３％となっています。 

  全体計画としては、集水井１０３基などの整備を行うこととしています。 

  ３ページをご覧ください。志津地区と田麦俣地区の全体計画は表のとおりでございます。本

地すべり地の特徴から、対策工は抑制工を主たる工法としています。 

  施設の配置計画は図のとおりです。凡例で示してありますとおり、扇状のものが集水井、青

色の線が排水トンネルの計画となっています。なお、黒色が対策済みの箇所でございます。 

  ４ページをご覧ください。志津地区の対策工の効果について示したものです。左の下の平面

図で黒の扇状のものが施工済みの集水井となっています。平面図に点線で断面を切ったもの

が右上の図になります。 

  次に、対策工の施工によって約９メートルの地下水位の低下が見られ、変動の状況は対策実

施前と比較し、安定していることがわかります。 

  次に、５ページ目をご覧ください。事業の実施により、地すべりの誘因となる地下水位を低

下、維持することで地すべりを安定化させ、家屋４１戸、重要交通網である国道１１２号な

どの重要交通網を含む道路約１７キロの被害を解消します。また、地すべり対策工により、

天然ダムの発生を防ぎ、月山ダム、寒河江ダムの治水、利水の機能維持を図ります。 

  ６ページをご覧ください。事業の進捗については、ほぼ計画どおり進んでおります。コスト

縮減についても、恒久集排水ボーリングの保孔管を使用し、全体で約１６億５、０００万円

のコスト縮減を見込んでおります。 

  ７ページをご覧ください。月山地区には年間１０万人以上の観光客が訪れる観光地があり、

周辺地域のみならず、全国への波及効果があると考えております。 

  ８ページをご覧ください。自然環境保全対策、猛禽類対策、地すべり対策の有識者会議を開

催するなど、意見をいただきながら計画的に事業を進めてきているところでございます。 

  ９ページをご覧ください。費用対効果分析実施判定結果となっております。 

  １０ページをご覧ください。前回のＢ／Ｃの結果は全体事業１．９、残事業１．９となって

おります。 

  後に１１ページをご覧ください。県より事業継続の意見をいただいております。対応方針

としまして、地すべりの履歴の多いことや流域内の資産、経済効果から事業継続が妥当と判

断しております。 

  以上でございます。 
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○奥村委員長 ご説明ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明に対してご意見、ご質問ありますでしょうか。竹内委員。 

○竹内委員 質問は６ページのところです。コスト縮減ということで、いろんな事情があってす

ごく大事なところで努力されているということはよくわかったんですが、ここで新しい恒久

的な管を用いて、全体の１割ぐらい、１６億も安くなっているということですけれども、こ

の管についてどういうものなのか説明があればなと思ったんですが。新しい方法であれば５

０年の実績はないと思うんですが、資料を見ると５０年間での比較となっていますし、どう

いうところからその結果が出て来ているのかとか、もう少し説明をお願いします。 

○新庄河川事務所長 今までこういう水抜きをする管につきましては、ここに写真がありますと

おり塩ビ管を使用することが通常でございました。 近、恒久的な排水ボーリングの管を採

用しているところですけれども、耐用年数は塩ビ管の２．５倍、５０年と言われております。

それを前提としてランニングコスト等を考えまして計算しますと、このぐらいのコスト縮減

が見込まれるのではないかと考えているところです。 

  また、こういう新技術とか新しい製品は日々開発が進んでいるところでございますので、そ

ういうものには注視しながら常にコスト縮減に励んでまいりたいと思っているところです。 

○竹内委員 例えば何年間で何ミリ腐食するとか、それで何年もつとか、そういう問題が出てく

ると思うんですけれども。この地区には温泉街があるようですが、その新しい材料が、例え

ば酸性が強いとかアルカリが強いとかいった温泉成分に影響されるとか、そういうデータは

ないのかなと。もしその辺りを検討されていれば書いてほしかったんですが。まだ誰もわか

らないのかもしれませんけれどもね。 

○新庄河川事務所長 近できて新たに使用したばかりの製品ですので、これからまた継続調査

をしてまいります。もしご質問の結果が出ましたら、ご報告の機会があればご報告したいと

思っております。 

○竹内委員 わかりました。ありがとうございます。 

○奥村委員長 ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。小笠原委員。 

○小笠原委員 今のでもう一つ教えてほしいんですけれども、塩ビ管とその恒久集排水ボーリン

グの単価自体は安くなっているんでしょうか。 

○新庄河川事務所長 今、手元に資料がなくて大変申しわけございませんが、塩ビ管とこの５０

年もつ管を比べて単価が安くなっているということはないと思いますが、交換する回数が減

るとか、そういう全体を考慮してコストが低くなっているということです。 
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○小笠原委員 コスト減というところを示すならば、そこの収支のバランスもちゃんと示してい

ただいたほうが納得できるのかなという気がします。 

○新庄河川事務所長 資料の関係上、このデータしか載せていませんけれども、そういう積み上

げのもとにこの数字が出ておりますので、ご必要であれば細かい数字をご説明に上がりたい

と思いますが。 

○局長 単価はないの。 

○新庄河川事務所長 単価、ございます。塩ビ管がメーター当たり３３０円。こちらの新しいも

のがメーター当たり３，４００円です。 

○奥村委員長 確認ですけれども、結局その材料費よりも置きかえる工事にかかる費用のほうが

圧倒的に大きいので、工事の回数が減る効果のほうが圧倒的に大きいという理解でよろしい

ですか。 

○新庄河川事務所長 そうですね、あと日々のメンテナンスも全然違うと。 

○奥村委員長 わかりました。そのほか、どうでしょう。 

○遠藤委員 中身は全く問題ないと思っていますが、ただ、文章を載せる際にはしっかりチェッ

クしてほしいと思います。１１ページに事業継続の理由で幾つか書いてあって、３つ目の黒

ポチで「地すべりは現在も移動を続けており」とありますが、これは日本語として正しいの

でしょうか。 

  それから、下から２番目で「コスト縮減として」というよりは例えば「コスト縮減策とし

て」、あるいは「コスト縮減のため」などと書いた方がつながりはいいような気がします。

要するに、資料として残るものであれば、精査をお願いしたいと。 

○新庄河川事務所長 ありがとうございます。わかりやすく的確になるように修正させていただ

きたいと思います。 

○奥村委員長 北林委員。 

○北林委員 ８ページの下のほうに、工事用道路側溝に小動物が登れるように設置したスロープ

について書いてありますが、寸法的によくわからないので、これの規模というか大きさ、そ

れからどういった動物を対象にして考えていらっしゃるのかをお伺いします。また、工事用

道路ということですが、道路が整備された後はもうなくなる道路なんでしょうか。前からち

ょっと思っていたんですけれども、道路のないところに道路をつくるというのは環境的に負

荷がかかりますし、動物に対する影響も結構あると思うんですね。何が言いたいかというと、

工事用道路のような限定的な道路にこのようなものをつくるのももちろん結構なんですが、
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本当に日常に要する道路をつくるときに、こういう配慮が基本的にされていないというのは

片手落ちじゃないかと。何かアンバランスな感じがして疑問に思います。 

○新庄河川事務所長 ありがとうございます。この地域、非常に自然環境に配慮しなければなら

ないというふうに私たちも感じて仕事をしているところです。８ページの左上に写真があり

ますが、自然環境系の先生方の有識者会議をつくりまして、そこでいろいろな議論をしてい

ただいた上でご提案等をいただいているところです。 

 その中で、この工事用道路のスロープですけれども、幅は２０～３０センチぐらいのものだっ

たと思うんですが…… 

○北林委員 スロープそのものが２０～３０センチ。 

○新庄河川事務所長 幅が、ですね。その縦断的な長さが１．５メートルとか２メートルとか、

そういうスロープだったと思います。ここについては、有識者会議の先生方からサンショウ

ウオの一種がいるというご指摘がありましたので、それを保全しようということで、こうい

う設備をつくったり、また移植をしたり、ミチゲーションをしたりといった配慮をしながら

工事を進めさせていただいているということでございます。 

○北林委員 そうすると、そのサンショウウオの一種が希少な動物であるからということでこれ

を設置したというのが大きな理由なんでしょうか。 

○新庄河川事務所長 それが一つのきっかけであったということです。 

○北林委員 そうすると、ほかの動物については対象にはならないとお考えになっているという

ことなんでしょうか。 

○新庄河川事務所長 対象ではないということではないんですが、コストをかけてこういう配慮

をするに値する生物がこの周辺にいるということの判断をしたわけです。 

○北林委員 わかりました。わかりましたが、自然からいえば自然に任せて自然のとおりに動い

ていくというのがそのあり方ですよね。でも、人間が利用したり住んだりすることによって

こういうことをしなければならないということなんですよね。そうだとすれば、動物に貴重

だとか貴重でないとか、税金を使ってやるだけの価値があるかどうかという社会的判断を持

ち込むのも一理あるとは思いますけれども、生態系への打撃をいかに少なくするかという点

でいえば、もうちょっと普遍的に考えてもいいことなのではないかと。そういったことを織

り込んでいく方針というのは一貫したものがあるんでしょうか。また、それは例えばこうい

う場で議論して変わっていく可能性があるものなのかどうなのか、お聞きしたいと思います。 

○新庄河川事務所長 この事業を担当している者としましては、先ほども申しましたけれども、
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極力自然環境への影響を少なくできるように代替案とミチゲーションをしっかり考えてやっ

てまいりましたし、これからもしっかりと勉強して対応していきたいと考えています。 

○企画部長 先生は考えなさいとおっしゃってくださっているんですよね。 

○北林委員 そうですね、考えたいものだと。 

○企画部長 この地すべり対策をするときに、有識者会議でいろんな生物の先生方からアドバイ

スをいただいたと思うんです。会議の中で一番影響を受けそうな動物に対して対策をしよう

ということになって、今回はそれがたまたまサンショウウオの例だった。井戸を掘ったり工

事用道路をつくったりして沢が分断されるということになると、そのサンショウウオが動け

なくなると。タヌキやキツネなんかは別に飛び跳ねればいいんでしょうけれども、サンショ

ウウオは移動できなくなってしまうので、その代替をしましょうみたいなことではないかと

思います。もしほかにも必要であるとすれば、どんな対策をするにも出来るだけ何もなかっ

たような環境を保てるように考えましょう、こういう対策をしたらどうですかとアドバイス

をくださると思います。 

○黒沢委員 この現場を知らないので一般論なんですけれども、このスロープは基本的に小動物、

特に地表性の動物に対する効果のあるスロープです。側溝自体は、行き着く先がまた山の中

へ消えていれば移動するだけなのでほとんど影響ないんですけれども、そのまま下水道なん

かにつながってしまうと、地表性の、飛び跳ねるもの、ある程度の大きさがないものにとっ

ては致命的になります。このスロープは、そのような小動物や、その側溝によって側溝の右

側と左側を全く行き来ができなくなるサンショウウオのような動物には非常に効果がありま

す。 

  残念ながら、道路をつくる際に動物への配慮というのは余り行われていないんですが、これ

は多分価値観の問題で、そういったことよりもまだコストを重視する社会なのかなと思いま

す。例えばいろいろな構造物に装飾をつけたり、色合いを変えたりにどれだけコストをかけ

るかと同じように、自然環境にどれだけプラスアルファのコストをかけるかという社会的コ

ンセンサスが必要なんですね。あと、今はＢ／Ｃのコストのほうに環境を悪化させるコスト

がほとんど入っていないですよね。本来はそういったものを入れて考えるべきで、そうする

ことで、こういった側溝にかかるコストを別のコストで相殺するといった考え方がもっと広

がるんじゃないかなと。基本的に環境に与える悪影響というのがコストに入っていないため

に、動物への配慮という価値観がなかなか広まらないということだと思います。ということ

でよろしいでしょうか。間違いとか含んでいたら済みません。 
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○局長 ちょっと補足いたします。今、先生がおっしゃったことでよろしいんじゃないかと思い

ますけれども、これは基本的にケース・バイ・ケースの場合が多いですね。宮城県だと、宮

城から秋田に抜ける国道１０８号という道路、鬼首道路という道路がありまして、当時エコ

ロードと呼んで、このような施設を試験的にたくさんつけています。 

  ただ、我々は専門ではないので、やっぱり動物、植物、様々な専門家の先生に集まっていた

だいて委員会をつくって、さきほど企画部長が申しましたように、その委員会の中でこうい

うのをやろう、大きさはこうしようというのを議論して決めているというのが一般的だと思

います。 

○奥村委員長 ありがとうございます。そのほかはどうですか。よろしいでしょうか。 

  それでは、この件についても事業全体の必要性というのは問題ないということのようですの

で、継続という原案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。 

  では、この河川関係の２件を終わりまして、続きまして港湾事業の再評価の１件を審議いた

します。 

  こちらにつきましても、今回１件だけということでワーキングを開催しておりませんので、

重点事業として審議をすると。少し詳しめに説明をしていただくということになります。 

  それでは、酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業について説明をお願いします。 

○酒田港湾事務所長 酒田港湾事務所長の上原と申します。座って説明をさせていただきます。 

  お手元の資料３―１に基づきまして、酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業の再評価

につきましてご説明をさせていただきます。 

  まず、１ページ目をお開きいただきまして、事業の目的のところでございますけれども、今

回、酒田港の国際物流ターミナルを整備するということで、利用企業の物流効率化に寄与す

るということと、避泊水域の確保によって沖合航行船舶の海難事故の減少を図るということ

でございます。 

  対象施設といたしましては、右の図面に赤く色づけをしているところでございますけれども、

酒田港内の岸壁、航路・泊地、防波堤等々でございます。 

  前回、平成２６年に事業評価をしておりますけれども、今般、コンテナ貨物の増加に伴いま

して施設配置計画が変更されまして、それに伴って事業費が増えることになりますので、再

評価を行うということでございます。 

  ２ページに行っていただきまして、酒田港の利用状況でございますけれども、まず貨物量で

すが、平成２７年の貨物ということで、総取扱量が３５５万トンで、主に鉱産品だとか化学
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工業品を取り扱っているということでございます。 

  ３ページに行っていただきまして、事業の必要性に関する視点というところでございます。

酒田港の国際物流ターミナルにつきましては平成１２年に供用開始をしておりまして、それ

以降、地域産業の競争力向上に寄与して参りました。今般、右下のほうに書いておりますが、

紙おむつの新工場として、平成２６年、平成２７年と相次いで新工場を増設することに伴い

コンテナ貨物量が急増し、さらに定期コンテナ航路便数も増大しているということで、利便

性も向上しているということで好循環が起こっているということでございます。 

  なお、定期コンテナ航路数、下に週３便が週６便と書いておりますが、本日時点でいうと週

７便目のものが就航しております。 

  ４ページに行っていただきまして、前回評価との主な違いでございますが、便益の変更とい

うところで、輸送便益のコンテナ貨物のところが前回評価が１万８，０００ＴＥＵのものが

５万８，０００ＴＥＵとなってございます。 

  こちらは、真ん中のところに書かせていただいておりますが、前回評価時は震災前の、今回

は震災後の、それぞれの取扱実績に、利用企業へのヒアリングによって確認された工場増設

計画に基づく貨物量を積み上げて設定をしております。 

  ５ページに行っていただきまして、前回評価との違いの２番目ですけれども、事業費の増で

ございます。こちらは先ほどお話をしたとおり、航路便数が週３便から週６便あるいは７便

に増加しておりますので、今後、岸壁利用が重なる日になると滞船が発生することになりま

す。ということで、右下に少し漫画を描いておりますけれども、コンテナ船が２隻同時に接

岸、同時に荷役できるように既設岸壁の先に岸壁を延伸することにしまして、これが４４億

円の増。それ以外に、背後の埠頭用地の造成ですとか臨港道路の拡幅、あるいは荷役機械の

更新ということで、合計６６億円増になるということでございます。 

  ６ページに行っていただきまして、前回との違い３つ目、完成予定時期の変更でございます。

右上に少し棒グラフ的なものを書いておりますが、もともとの計画ですと防波堤(北)(第二)、

防波堤(南)の整備ということで平成３１年度完成を考えておりましたが、今般、岸壁(水深１

４ｍ)を改良すること等により、完成時期が平成３５年度となります。 

  こちらは、少し右下の四角に書いておりますけれども、岸壁あるいは防波堤の本体となりま

すケーソンを製作する作業基地のエリアが限られるということと、また、貨物船や旅客船等

の航行に配慮しながら海上工事を行わなくてはならないということで、どうしても期間が延

びてしまうということでございます。 
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  ６ページ目の下に費用便益分析Ｂ／Ｃが書いておりますが、今回の評価としましては、事業

全体として１．８、残事業のＢ／Ｃとして１１．５となっております。 

  ７ページ、８ページで感度分析を入れておりますが、７ページが全体事業で、Ｂ／Ｃの欄、

基本ケースで１．８のところ、感度分析で１．６ないしは１．９となっております。 

  同じく８ページ、Ｂ／Ｃの欄、これは残事業でございますけれども、基本ケース１１．５の

ところ、感度分析で１０．４ないしは１２．７となっております。 

  ９ページ以降は全体のまとめでございます。９ページの６番にありますように、石炭灰の活

用によるコストの縮減、港内の泊地の浚渫土砂を活用したケーソンの中詰砂の利用、防波堤

の上部構造を後部パラペット型にすることによる断面の縮減等によりコスト縮減を図ってお

ります。 

  後、１０ページですが、山形県からは原案について異議ありませんという意見、各団体か

らは整備促進について要望ありということを踏まえまして、全体の対応方針として原案事業

継続ということでご提案をしたいと思います。 

  説明は以上でございます。 

○奥村委員長 説明ありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見、お願いします。北林

委員、どうぞ。 

○北林委員 ９ページの後部パラペット型スポットリーフ複合堤というんですか、これにするこ

とによって、コスト縮減にもなるし、より丈夫にもなるということを事前にお聞きしたよう

に思うんですが、ということは、これからの工事はみんなこのパラペット型になっていくと

いうことなんでしょうか。しかも、こういうふうにしたほうがいいというのは 近わかった

ことなんでしょうか。その２点について伺いたいと思います。 

○港湾空港部長 港湾空港部長の中島でございます。私のほうから答えさせていただきます。 

  これは防波堤の構造に関するものですけれども、防波堤の構造というのは、地盤の条件と波

の力で決まります。日本海側においてこういう構造が有利だというのは確か平成の１桁頃に

わかったと思います。それ以降、様々なシミュレーションや計算をしたうえで確認しながら

やってきておりまして、東北管内でこのタイプを採用しているのは日本海側の港だけでござ

います。 

  なお、太平洋側では台風による波とか、あるいは沖合のうねりとか、ちょっと波のタイプも

違います。ですから例えば上部を斜面にして、水平の波を少し斜めにすることで下向きの力

を働かせて、ケーソンの自重の力をふやすような構造のものもございます。それぞれの場所
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場所で何が 適かというのを、いろいろ知見を集めながら検討してコスト縮減を図っており

ます。 

○北林委員 わかりました。ありがとうございました。 

○奥村委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

○小野委員 この紙おむつでかなり伸びているということは新聞でも拝見していましたし、この

数字が具体的に物語っていると思うんですが、コンテナに占める紙おむつの比率はどのぐら

いなんですか。 

○酒田港湾事務所長 紙おむつは輸出でございますので、現在のところ、７割から８割の間ぐら

いを紙おむつが占めているという状況でございます。 

○小野委員 ということは、これから増産するということは倍増近くするということですか。 

○酒田港湾事務所長 これから増える部分についても、紙おむつが多くの割合を占めているよう

です。また、輸入につきましても、紙おむつの原材料等も輸入しておりますので、そういっ

た意味でも今後増えていくということでございます。 

○小野委員 ありがとうございました。 

○奥村委員長 そのほか、いかがでしょうか。浜岡委員。 

○浜岡委員 秋田大、浜岡です。４ページに示されているとおり、コンテナの数が１万８，００

０ＴＥＵから５万８，０００ＴＥＵと、３倍超えるというのは非常にすばらしいなと思いま

した。そういう意味で、貿易を円滑に進めるためにも新たにもう一つ埠頭を用意するという

のもそのとおりではないかと思います。 

  ２つ質問がございます。既設岸壁を１５０メートル延ばして２隻続けて荷役をするとあるん

ですが、これは多分６ページの緑で囲んでいるケーソン据付工事というあたりにもう一つ岸

壁を延ばすということだと思うんですが、そうすると、なんとなく航路が非常に狭くなるん

ではないかなという気もするんですね。この場所ではないほうがもっとやりやすいのかなと

いう気もしたんですが、そのあたり、どうしてこの場所に続けたかということを教えてほし

いというのが１つ。２つ目に、私は秋田にいますので秋田港の話をよく聞くんですが、長周

期の波が結構大変で、それが減衰しなくて大変で荷おろしがなかなかうまくいかないことが

あったというのを聞くんですけれども、酒田のあたりではどうなのかということも教えてく

ださい。以上です。 

○酒田港湾事務所長 まず、今回岸壁を延伸する場所でございますけれども、この延伸する箇所

からもう少し先のところまで岸壁を延伸しても、コンテナ船が着岸したときのコンテナ船の
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回頭、あるいはその後の港の中を通る航路については港湾計画上、十分確保できております

ので、そちらについては問題ございません。 

  それから今、秋田のお話もありました。確かに秋田港は少し長周期の課題があるとお聞きし

ておりますけれども、酒田港においては港形の特徴かどうかわかりませんが、そのような問

題はユーザーも含めてございませんので、大丈夫だということでございます。以上です。 

○浜岡委員 ありがとうございます。１つ目のほうですけれども、行き違いが仮に生じたとして

も船長さん同士が緊張して走るということではなくて、ある程度余裕があるということなん

ですが、どれぐらいあればいいとか、何か数字はおわかりですか。感覚で申しわけないです

けれども、どうしても何か大変だなと思えてしまうんですが。もしわかれば。今でなくても

構いませんので教えてください。 

○酒田港湾事務所長 航路幅は３３０メートルあります。 

○浜岡委員 ３３０もあるんですか。 

○酒田港湾事務所長 はい。それは十分確保できることになっております。 

○浜岡委員 わかりました。ありがとうございます。 

○奥村委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

  では、ないようですので、これについても十分需要が伸びているしということで、対応方針

（原案）の事業継続という方針でお認めしてよろしいでしょうか。(「はい」の声あり)どう

もありがとうございました。では、そういうふうにお認めしたいと思います。 

  それでは、以上３件なんですが、審議結果の取りまとめを行いますので、５分程度休憩とい

うことでよろしいでしょうか。では、どうもありがとうございました。 

 

〔休  憩〕 

 

○奥村委員長 では、準備ができたようなので、本日の開催結果のまとめについて確認をいたし

ます。事務局からお願いします。 

○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】 

  東北地方整備局事業評価監視委員会は、平成２８年度第１回委員会を平成２８年７月２９日

（金）東北地方整備局において開催し、事業実施者（東北地方整備局）から再評価対象事業

の説明を受け審議を行った。 
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  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 

   １）河川事業 再評価 審議結果 

    ● 上川直轄砂防事業 

     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。 

   ・より一層の事業効果や優先順位の考え方が判るよう、検討を進めていただきたい。 

    ●月山地区直轄地すべり対策事業 

     対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。 

   ２）港湾事業 再評価 審議結果 

    ●酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業 

     対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  では、このまとめでよろしいかどうか、ご意見をいただきたいんですが。 

○黒沢委員 上川直轄砂防事業のところで、「より一層の事業効果や優先順位の考え方が判る

よう、検討を進めていただきたい」という意見を記していただいて感謝いたしますが、ちょ

っとニュアンスが変わってしまっているような感じがします。具体的には、流域ごとの事業

効果や優先順位の考え方が判るようにと、流域ごとでなくてもいいんですが、より細かい単

位での事業効果や優先順位の考え方が判るようにというニュアンスでしたので、ちょっとこ

の文面からはそれがわからなくなったのかなと思います。 

  それからあと、月山地区直轄地すべり対策事業のほうで意見を述べませんでしたが、全く同

じことなので述べなかったわけで、地すべり対策事業に関しても同様な意見ではあります。

入れるか入れないかというのはちょっとまた別の問題なんですが、 上川だけに言っている

のではなくて、砂防事業、地すべり対策事業、こういうふうにより細かい単位で検討したほ

うがよさそうな事業には全部かかっているということをちょっとご理解いただければと思い

ます。 

○奥村委員長 ありがとうございます。 

○河川部長 今のご意見を踏まえまして、上のほうの 上川直轄砂防事業につきましては、「各

流域毎の事業効果や優先順位の考え方が」というふうに修正したいと考えてございます。 
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  それから、同じく月山地区直轄地すべり対策事業については、「各地区毎の」、あとは同様

の表現にしたいと考えておりますけれども、いかがでしょうか。 

○奥村委員長 よろしいですか。 

○黒沢委員 どうもありがとうございます。 

○奥村委員長 わかりやすくなったかと思います。 

  そのほか、ご意見ありますか。 

  では、今確認をいたしましたように、 上川直轄砂防事業のところは「各流域毎の事業効果

や優先順位の考え方が判るよう、検討を進めていただきたい」、下の月山地区のところも

「なお、以下の意見があった。各地区毎の事業効果や優先順位の考え方が判るよう、検討を

進めていただきたい」というものをつけるということでお認めしたいと思いますが、よろし

いですか。(「はい」の声あり)ありがとうございました。 

  では、以上でございます。審議のほうは以上で終わりということになります。ありがとうご

ざいました。司会をよろしくお願いします。 

 

４．閉 会 

○司会 長時間にわたり、ご審議ありがとうございました。 

  以上をもちまして、平成２８年度第１回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いたしま

す。 

  今後とも委員の皆様にはご協力をよろしくお願いいたします。本日は大変ありがとうござい

ました。 

 


