
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２８年９月３０日（金曜日） 

    １３：３０～１５：４０ 

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） 開催に先立ちまして、配付資料の確認をさせていただきたいと

思います。 

  お手元に配付資料一覧というのが配られているかと思いますけれども、大きくクリップどめ

されている資料が３冊ございます。道路と港湾と営繕事業がそれぞれクリップでとめてある

かと思います。そのほかに、本日の会議次第、これはホチキスでとめてあります。この４種

類の資料でございますけれども、皆さんお手元のほうに配付されているでしょうか。委員会

中でも結構でございます、不足の資料等あればお申し出いただければと思います。 

  それでは、定刻となりましたので、平成２８年度東北地方整備局第２回事業評価監視委員会

を開催いたします。 

  委員の先生方には大変お忙しいところ出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  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佐藤でございます。よろしくお

願いいたします。それでは、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ましては、規約上、写真、テレビ

カメラ等の撮影は冒頭のみとさせていただいておりますので、ご協力のほどよろしくお願い

します。 

  本日は、伊藤委員、小野委員、河野委員、成田委員が所用のため欠席となっており、１１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、８月１０日付で幹部職員の異動がありましたので紹介させていただきます。 

  渡邉企画部長でございます。 

○企画部長 渡邉でございます。お世話になります。よろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

 

２．挨 拶 

○司会 初めに、委員会の開催に当たりまして川瀧東北地方整備局長からご挨拶を申し上げます。 

○局長 第２回の事業評価委員会、大変皆様お忙しいところご参集いただきまして、ありがとう

ございます。よろしくお願いしたいと思います。 

  本日は、道路事業、港湾事業、営繕事業ということになります。 

  皆様ご存じのとおり、ちょうど１カ月前、台風１０号が岩手の北部に観測史上初めて上陸し

まして、我々が直接管理している国の施設の被害はほとんど軽微だったんですけれども、県
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や町の施設が大きな被害を受けてしまいました。私どもも地域支援という観点から岩泉町に

当日から入らせてもらいまして、岩手県さんが管理している道路あるいは町の道路の道路啓

開、道路復旧作業を行ったり、あるいはＴＥＣ－ＦＯＲＣＥという我々の技術支援部隊が地

元に入って自治体のお手伝いをしたりと、この二、三週間、目まぐるしく動いている状況で

ございました。やはりインフラのしっかりとした整備や管理が大事なのかなということを私

も改めて感じた次第であります。まだ台風も全くなくなったわけでもないようですから、整

備局としても警戒態勢という形になっております。 

  今日は件数も多いようでございますけれども、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。 

  報道関係の方にお願い申し上げます。これ以降、写真、テレビカメラ等の撮影はご遠慮願え

ればと思います。 

  それでは、審議に入らせていただきたいと思います。これ以降の進行は奥村委員長にお願い

いたします。よろしくお願いします。 

 

３．審 議 

○奥村委員長 では、これより早速審議に入ります。説明はポイントを押さえて効率的な議事の

進行にご協力をお願いいたします。 

  まず道路事業の再評価１１件の審議を行いますが、先立ちまして事業選定ワーキングが行わ

れておりますので、選定結果について事業選定委員の遠藤委員から説明をお願いいたします。 

○遠藤委員 道路事業ワーキンググループを８月２４日に開催いたしましたので、選定結果を報

告いたします。 

  今回の再評価の対象でございます道路１１事業のうち、重点的かつ効率的な審議を行う観点

から、事業費が増加している事業の中で事業規模が大きい一般国道４７号新庄古口道路と一

般国道４７号余目酒田道路の２件を重点審議事業、その他９件を要点審議事業として選定い

たしました。また、今後の運用につきまして、ワーキンググループの検討結果を参考資料１

にまとめておりますので、読み上げさせていただきます。 

  重点事業は、従来どおりの説明、資料構成といたします。つまり事業概要、整備効果、事業

費の増、それからコスト縮減となります。 

  要点事業につきましては、さらなる審議の効率化を図る観点から、審議事業一覧表による説

明とし、個別事業の資料構成は事業概要とコスト縮減の２点とすることにいたしました。た
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だし、事業計画や事業費に変更が生じた場合は、関連資料を添付してその理由を説明いたし

ます。また、Ｂ／Ｃを省略する事業は、将来交通量推計も省略いたします。Ｂ／Ｃの実施判

定表には残事業のＢ／Ｃ実施に係る判定も含めて記載します。これらを平成２８年度第２回

から試行的に実施いたしますので、これでご審議をお願いしたいと思います。 

○奥村委員長 ただいまの遠藤委員からの報告にありましたように、今回から道路の要点事業に

ついては基本的に一覧表で説明していただくことになります。 

  参考までに、事業計画、事業費等に変更が生じる場合は基本的には重点事業のほうで審議す

ることになります。要点事業はそういった変化がほとんどない事業なので簡略化するという

方向になりました。 

  それでは、今回の審議案件全体の説明を事業担当部からお願いいたします。 

○道路計画第一課長 それでは早速、道路部のほうから説明させていただきます。 

  まず資料１をご覧ください。 

  説明の流れとしましては、ここで資料１を用いまして事業の一覧について説明させていただ

きます。そのまま引き続き重点事業の新庄古口道路の説明に入りまして、ご審議いただくと

いう形をとらせていただきたいと考えております。 

  それでは資料１の説明をさせていただきます。 

  今回、道路事業といたしましては１１事業を並べております。左に番号を打っていますが、

１から１１の事業がございます。４番目のところから黒い線で分けております。この４つの

事業は事業費がふえた事業でございます。そのうち特に、事業規模が大きい２－１、２－２、

新庄古口道路と余目酒田道路につきましては重点事業ということで道路ワーキングのご審議

をいただいております。２－３につきましても、要点ではございますが、事業費に変更が生

じておりますので、重点事業の審議の後に説明させていただきます。 

  全体１１事業ございますが、事業費の変化というのが真ん中にございます。事業費の変化に

つきましては、２－１が１１億円、約３％の増加となっております。２－２の余目酒田道路

につきましては２０億円、約３％の増、そして３番目の事業、上北天間林道路につきまして

はプラス約１０億円で４％の増加、４番目の高屋道路につきましては１５億円の増加で約１

１％の増加となっております。個々の変化の内容につきましては後ほどの説明に回させてい

ただきます。残りの７つの事業につきましては事業費に変化はございません。 

  次に、計画交通量の変化でございます。今回は計画交通量が大きく変化している箇所はござ

いません。強いて上げるとすれば７番目の要点事業でございますが、二ツ井今泉道路が１万
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２，０００台から１万２，６００台に若干５％ほど増加しております。これは将来交通量推

計のネットワークの条件が変更したもので、前回の評価時点から新規事業が増え、周辺の将

来交通量推計のネットワーク化が進むことによってさらに交通量が乗るようになったもので

ございます。ほかの事業につきましてはほとんど変化がない結果になっております。 

  また、費用便益比の変化でございます。概ね前回と大きく変わることはなく、全て全体Ｂ／

Ｃ及び残事業Ｂ／Ｃにつきまして１を超えることを確認しております。 

  事務局といたしまして、対応方針原案として、１１事業全て事業継続という原案で提案させ

ていただきたいと思います。 

  一覧表の説明については以上でございます。 

  続きまして、重点審議事業の２－１、新庄古口道路の説明に入らせていただきます。 

○山形河川国道 引き続きまして、山形河川国道事務所長の廣瀬でございます。よろしくお願い

いたします。 

  私のほうから、まず一般国道４７号新庄古口道路についてご説明させていただきます。 

  資料２－１の１ページ、それから２ページをご覧ください。 

  まず新庄古口道路の位置ですけれども、新庄酒田間を結ぶ新庄酒田道路の一部となっており

ます。下の図面のほうがわかりやすいと思いますが、２ページのところで、真ん中辺に新庄

市、それから海側の酒田市を結ぶところでして、新庄に近いところを赤字で旗上げしていま

すけれども、こちらが新庄古口道路１０．６キロとなります。場所は新庄市本合海から戸沢

村大字古口までの区間になります。工事の着手ですけれども、平成２０年度に工事を着手し

ておりまして、現在のところ、平成２７年度、昨年度、起点側のところ２．４キロが部分開

通をしております。また、平成２９年度、来年度ですけれども、終点側のところ２．２キロ

を部分開通する予定で今工事を進めているところでございます。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  ４ページのところで、事業の効果について簡単にご説明していこうと思います。まず１点目

ですけれども、リダンダンシーの確保ということで、この４７号なんですけれども、２つ目

のパラグラフにありますとおり、新庄古口道路の並行区間では災害や事故により過去３０年

間で全面通行止めが６４回と、かなり多くの数で発生しているところでございます。ここが

通行止めになりますと、左下の図にありますとおり１３号と１１２号を大きく迂回するよう

な形になりますので、４７号のバイパス道路という形の新庄古口道路ができますと災害発生

時の信頼性が向上されるということでございます。 
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  次をお開きください。 

  ５ページですけれども、アクセス性の向上でございます。一例として県立新庄病院について

記載しております。現在、新庄市の場合はこちらに約８割の救急患者が搬送されるわけでご

ざいますけれども、戸沢村周辺のほうから新庄方面に向かう場合はほかの地域に比べまして

非常に時間がかかっている状態でございます。この規格の高い道路で結ばれることによりま

して搬送時間の短縮が図られ、重篤患者の救命率が向上することを期待しております。 

  ６ページ、冬期交通の確保でございます。４７号は非常に線形がよくないあるいは隘路区間

が多いものですから、冬期は特に雪が降りますとすれ違い等にも困難を要しておりまして、

夏に比べますと速度が低下するという状態になっております。新庄古口道路の整備によりま

して、冬期の走行性、速達性の確保が期待されます。 

  続きまして７ページ、観光振興でございます。当地は 上川の舟下りなど、非常に有名な観

光地がございます。また、 近では酒田港が大分クルーズ船の誘致に進んでおりまして、観

光客が港から入ってくるということもございます。また、新庄から仙台方面ですけれども、

新庄駅が山形新幹線の終着駅あるいは鳴子温泉を経由して仙台を結ぶリゾート列車の終着点

になっていることもありまして、観光のポテンシャルの高い地域にこういう道路ができると

いうことで、観光振興に対する期待も高まっているところでございます。 

  もう１点、８ページですけれども、農業支援ということで、一例として鮭川村のナメコを挙

げております。新庄古口道路により、東京への搬送について定時性や速達性が上がるという

ことでございます。 

  続きまして、９ページ、事業計画の変更内容でございますけれども、先ほど説明があったと

おり、今回全体事業費が４３０億円から４４１億円ということで、１１億円、約３％の増と

なっております。こちらについてご説明いたします。 

  １０ページ、増分の理由の１つ目でございます。当地の蔵岡皿嶋地区というところの山を切

って、その切った土をほかのところで盛土をするというような内容になっております。この

切った土につきましては、当初、この土の安定度といいますか、脆弱性を見るためにスレー

キング試験というのを行いまして、結果を見る限り盛土材として活用可能じゃないかという

想定でやっておりました。しかしながら下段にありますとおり、工事現場で実際に山を切っ

た後にその乱した土で試験を行ったところ、やはり水を含むと非常に脆いということがあり

まして、このまま盛土材に使うと施工管理も非常に難しいということもあり、セメントを混

ぜて安定処理を行うという処置をすることにいたしました。結果として、右側にございます
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とおり、安定処理に関する経費がかかりまして７．５億円の増加となっております。 

  続きまして１１ページ、古口大橋の架橋の部分です。こちらは橋を架けるときに、資材運搬

をするために、もともと単柱式ケーブルクレーンといいまして、クレーンから部材を橋の上

に下ろしてやるような構造を考えておりました。その単柱式クレーンは、上の当初というと

ころの図にありますとおり単柱２箇所アンカーを打たなくてはなりません。こちらの用地は

民地ですので、借地ということで事務所としては対応を考えていたんですけれども、残念な

がら地権者の方のご了解が得られず、借地ができないということで、工法を見直しまして、

写真にありますような門型のケーブルクレーンという形に変えさせていただきました。これ

に伴いまして鋼材料等が増えておりますので、３．６億円増加という形になっております。 

  １２ページでございますけれども、こちらは軟弱地盤対策の見直しということで、１，００

０万円ほど所要額を減額した事例でございます。絵を見ていただくとこのとおりなんですけ

れども、ＦＣＢ盛土という特殊な軽量盛土をする部分を減らしまして、代わりに緩い地盤の

改良と従来の盛土で対応することによって多少工事費を下げたということでございます。 

  以上、結果といたしまして、増分、プラス・マイナス合わせますと先ほど申し上げたとおり

１１億円の増となっております。 

  続きまして、１３ページでございます。事業の投資効果ですけれども、こちらの事業は防災

面の効果が特に大きい事業ということですので、Ｂ／Ｃ対象外となっております。また、前

回評価時から部分開通がありまして、残事業の費用対効果に影響があるので、残事業費につ

いては便益が費用を上回っているということを確認しております。 

  １４ページにございますとおり、県知事からは事業継続に同意との回答をいただいておりま

す。 

  以上をもちまして対応方針案のとおり事業継続とさせていただいております。 

  説明は以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。では、ただいまの説明でご質問、ご意見をお願いした

いんですけれども、いかがでしょうか。 

  では、ないようでしたら私から 初に。 

  この盛土材料でそのまま使おうとしていたけれども、材質に問題があったのでセメントで処

理をすることが必要になったというお話しでしたが、こういうような場所というのは事前の

調査などで予見が難しいのかというのが１つと、２つ目は、これから進めようとする工区で

も同じような問題が起きる可能性があるのかないのか、そこについてご説明いただけますか。 
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○山形河川国道 ただいまの件につきまして、まず当初の調査のときどうだったかという話なん

ですけれども、この切土面について調査段階で５カ所ほどボーリング調査を行いましたとこ

ろ、凝灰岩という性質の、古くは鳥海山とか月山とかの噴火した灰等が固まった岩であると。

そういう形の岩ですので、通常ではスレーキング試験というのは余りやらないんですけれど

も、そういうのも含めて見て盛土材にできるのかどうかというのを検討したということでご

ざいます。全部山をチェックできればいいんですけれども、コストの関係もありますので、

５本のボーリング試験の結果、何とか使えるんじゃないかと当時は判断したということでご

ざいました。ところが、やはり均してみるとこういうような感じになったということで、予

見は難しかったかなと考えております。また、当地は今申し上げましたようにこの凝灰岩質

のところがほかのところでもございますので、他工区で同じような切土の場合は今回の試験

を生かすという形になるかと思います。 

○奥村委員長 ありがとうございます。できるだけ、なければないにこしたことはないですけれ

ども、そういうこともあり得るということですね。 

  ほかどうでしょうか。いかがですか、ご意見、ご質問ないですか。よろしいですか。 

  では、ないようですので、今のお話も基本的には事業そのものの必要性に対して問題がある

とは言えませんので、原案どおり継続という対応方針案を認めるということでお願いします。

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、一般国道４７号余目酒田道路について説明をお願いします。 

○酒田河川国道 酒田河川国道事務所長の藤原と申します。 

  それでは、一般国道４７号余目酒田道路について説明させていただきます。 

  １ページをお開きください、２ページも一緒に見ながらお願いします。 

  余目酒田道路につきましては、地域高規格道路新庄酒田道路の終点側に当たります山形県庄

内町から酒田市に至る延長１２．７キロの事業でございます。平成１６年に事業化いたしま

して、昨年１１月に終点側、酒田側ですけれども、５．９キロ開通いたしました。残る６．

８キロにつきましては来年度開通予定となっております。 

  ３ページをお願いいたします。 

  事業の進捗状況でございます。来年度の全線開通に向けまして鋭意工事を進めているところ

でございます。 

  ４ページ目をお願いします。 

  ここからは事業の必要性について主なものを５点ほど説明させていただきます。 
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  初めに、交通混雑の緩和についてでございますが、昨年の一部開通によりまして余目酒田道

路への交通転換が図られておりまして、国道７号の渋滞が大幅に改善しているということで、

全線開通によりさらに渋滞緩和が期待されているところでございます。 

  ５ページ目をお願いいたします。 

  こちらは交通安全確保についてでございますが、通過交通、余目酒田道路に転換することに

よりまして、庄内町市街地部、こちらの交通事故の減少が期待されております。 

  ６ページ目をお願いいたします。 

  酒田港へのアクセスの強化ということでございますが、国道４７号、リサイクル貨物輸送の

主要なルートということになっておりまして、内陸部から酒田港へのアクセス性が向上する

ことが期待されております。 

  ７ページ目をお願いいたします。 

  救急搬送の支援についてでございますが、余目酒田道路の開通によりまして、第三次救急医

療、酒田市内にある日本海総合病院への救急搬送の迅速性、安定性の確保が期待されており

ます。 

  ８ページ目をお願いいたします。 

  こちらは観光活性化への支援ということでございますが、新庄酒田道路の整備によりまして

移動時間の短縮が図られると。先ほど廣瀬所長のほうから 上川舟下りの話がありましたけ

れども、こういった移動時間の短縮が図られることによりまして、例えばクルーズ船のオプ

ショナルツアーの観光地の立ち寄り数の増加など観光振興が期待されているというところで

ございます。 

  ９ページ目をお願いいたします。ここからは事業費の増加についてでございます。 

  当初６３５億円から約２０億円増ということで、３％の増額となっておりますが、①から③

については地盤改良費の増工、④につきましては防雪柵の設置の増、⑤につきましては市街

地部の道路構造の見直しということで１６億円の削減を図ったという内容でございます。 

  １０ページ目は、庄内跨線橋に係る費用でございます。この箇所ではＪＲ側から許容変位１

ミリという非常に厳しい条件が示されている中で、当初計画では側方移動対策としまして橋

台への土圧の軽減を図るＦＣＢ盛土を計画しておりました。その後の地盤調査によりまして

新たに有機土層が確認されたということから、ＦＣＢ盛土の施工範囲の拡大と青で示してお

ります深層混合処理工の追加対策が必要となったものでございます。その分の費用といたし

まして９億円の増額となっております。 



-9- 

  １１ページ目をお願いいたします。 

  こちらは改良工事に係る費用ということで、先ほど説明いたしましたＪＲ橋の前後の軟弱地

盤処理工の増工になります。当初計画では緩速盛土による盛土安定対策のみを計画しており

ましたが、有機土層の確認により、右にありますように盛土安定対策に加えまして沈下促進

対策も必要となったものでございます。この対策を実施したことで８億円の増額となってお

ります。 

  １２ページ目をお願いいたします。 

  こちらは、日東道の現在供用中のところにジャンクションができたわけですけれども、そこ

のランプの部分のお話でございます。この大野ランプは計画段階でＮＥＸＣＯからの要請が

ありまして、供用中の日東道本線に影響しないように、沈下対策、変形対策として当初はＦ

ＣＢ盛土を計画しておりましたが、こちらも有機土層の確認によりまして、さらに引き込み

沈下への対策として青色で示す深層混合処理工の対策が必要となったものでございます。こ

の対策により７億円の増額となっております。 

  １３ページ目をお願いいたします。 

  こちらは防雪柵設置に係る費用についてでございます。左下の平面図に示すとおり、主風向

と道路方向が平行で、吹き止め柵の効果が期待できないことから、当初は高盛土と看板等に

よる注意喚起のみを計画しておりましたが、新技術といたしまして吹雪の方向を変えて短区

間で飛ばすことができる高性能防雪柵の効果を確認いたしまして、当該地区にも採用するこ

ととしたものでございます。防雪柵の設置費用といたしまして１２億円の増額となっており

ます。 

  １４ページ目をお願いいたします。 

  こちらは市街地部の構造変更についてでございます。当初計画では右の図の交差点を平面交

差とした場合に需要率が０．９以上となることから立体交差で計画しておりましたが、 新

の推計値では将来交通量が減少していたことから、平面構造としてコスト縮減を図ることと

したものです。これで１６億円の減額ということでございます。 

  １５ページ目をお願いいたします。 

  これは前回再評価時の事業費増加内容の精査についてでございます。前回からの変更箇所に

つきましては、先ほどご説明いたしました大野ランプ橋の７億円が増額となっております。 

  １６ページ目をお願いいたします。 

  事業の投資効果ということで、費用便益比は残事業で２．８ということになっております。 
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  後でございますが、山形県知事からは原案どおり事業継続について同意しますと回答をい

ただいております。 

  以上を受けまして、事業継続を対応方針原案ということにさせていただければと思います。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○奥村委員長 ありがとうございました。では、ただいまの説明でご質問、ご意見ございますで

しょうか。 

○竹内委員 なければ一つ、１３ページの防雪策の増額についてのコメントですけれども。以前、

雪関係のフォーラムをやったときに、高齢化と過疎化が重なって、特に重機のオペが不足し

ているというのが問題として上がっていました。今後のことを考えると雪への対応能力とい

うのはかなり低いと思いますので、増額は少ないにこしたことはないんですけれども、こう

いうことでなるべく除雪の機会を減らすようなことで考えるということでは重要じゃないか

なというふうに思いました。コメントです。 

○奥村委員長 ありがとうございます。そのほかどうですか。 

○遠藤委員 １２ページの図の右下の橋梁工事の部分で、土の処理を当初計画から変更して深層

混合処理にしたということですが。前は粘土層が上と下にあって、真ん中に砂層と有機土層

がありましたが、変更計画のところでは有機土層が厚くなっていますね。ということは、こ

の有機土層は粘土層ぐらい沈下するというか、変形しやすいということで、なおかつ深層混

合処理をすれば、ここだけは変な沈下はしないというふうに確信したのでこの工法にしたと

いうことかと思いますが、そう解釈してよろしいですか。 

○酒田河川国道 ここの深層混合処理については、本線への影響を極力少なくするというか、引

き込みを抑えるためのものでございまして、今言われたとおり、これでもって本線への影響

を抑えることができたと。 

○遠藤委員 わかりました。それから、前に戻って１０ページ。真ん中にＪＲさんの用地境界が

ありますが、許容変位１ミリということはサイドに１ミリしか許さないというくらい厳しい

話なんですか。 

○酒田河川国道 そうですね。上下左右１ミリ以内の変位に抑えるようにということです。 

○遠藤委員 そうですか、一般的にはかなりきつい値だなと私は思いましたが。それならサイド

の処理をやらなくてもどこかで逃げをつくっておけばいいのかなと思ったのですが、そう言

われたら仕方がないのかなと、一応納得はしました。 

○奥村委員長 そのほかどうでしょうか。 
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○浜岡委員 秋田大、浜岡です。１３ページに示されました防雪柵設置に関して質問をさせてく

ださい。 

  当初は高性能防雪柵を設置することなく従来型で行おうとしているところをさらにいいもの

があるからつけて安全性を高めたということで、非常に大事なことだとは思ったんですが、

少し気になったといいますか、感じたことは、これがもしないときは従来のままで行われて

いたわけで、その状態で存在するというのも違う場所にはあるかと思うんですね。そこでど

れぐらい事故が起きていて、本当に危険なのか、それとも余り起きていなくて、気にし過ぎ

る必要もないのか、そのあたりがちょっと私自身わからなかったもので、説明をしていただ

きたいと思いました。いいものを導入するというのはいいことではあるんですが、やり過ぎ

てしまうというのはどうかなという気もするんですね。１２億円の増加ということで、金額

がかかっていますので、そのあたりのところを教えてほしいということと、関連してですが、

将来、道路を設計する際に、風の主方向と平行にというんでしょうか、防雪柵を設置できな

いような方向は避けて線形を考えるということも今後必要になるのか、それとも、今回たま

たまそうであるだけであって、余り考えなくていいのか、そこら辺の考えも教えてください。

以上です。 

○酒田河川国道 まず国道４７号についてでございますが、この新堀から７号のほうにこれも同

じような向きで主風向とほぼ平行のような形でありますけれども、こちらのほうは市街地部

でございまして、特にそのような対策は必要なかったということでございます。こちらの防

雪柵が必要な期間は１２月から３月までで、視距が２００メートル以下に下がるときに必要

だということで、概ね年的には２０日ぐらいの期間が必要となります。 

  もう１点、道路計画の際の方向の話でございますが、主風向と直角となるような線形を引く

というのは非常に難しいのかなと思いますけれども……。 

○道路計画第一課長 ちょっと補足させていただきます。２点目の主風向の話でございますが、

ちょうど今、津軽自動車道で計画段階評価という新規のルート検討をしている路線があるん

ですけれども、その路線の中では青森県の地吹雪が非常に強いところで、現道がちょうど主

風向に平行で、両側に防雪柵を立てているんだけれども、真っすぐ吹雪が入ってくるからな

かなか効かないという路線なんです。やはりそういう路線はバイパスをつくる方向もある程

度は考慮しますけれども、完全にそれだけで決まるものでも当然ありません。ただ、地形、

地域によって必要な道路というものをやはり考えていく必要がありますので、その場合はそ

ういった要素も当然検討の要素には入ると考えております。 
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○浜岡委員 ありがとうございます。後者については非常によくわかりました。 

  初めの質問について、すいません、質問の仕方がよくなかったのかもしれないんですが、こ

の設置までが必要だというところの決め手というんでしょうか、もちろんあったほうがいい

にこしたことはないというか、それはその分費用もかかるということで、導入する必要性と

いうか、適切性というか、そのあたりをもう少し説明をいただければと思ったのですが。先

ほど津軽道の話が出ましたが、防雪柵があっても効果がないという事例が多いので何か対策

が必要だと、そういうことでいろいろ技術を調べたところ、今回の高性能防雪柵があった、

それを導入しようということなのでしょうか。 

○道路計画第一課長 資料１３ページをご覧ください。すごく小さく書かせていただいているん

ですけれども、変更計画の下に※印がございます。この×で示した箇所で、強風により平成１

７年１２月に脱線事故が発生しております。右下のほうにも書いてあるんですけれども、や

はり警察署からも、そういう事故を踏まえた要請として強風対策を求める声が強いので、そ

ういったところで新しく道路をつくるときにはきちんと考えなきゃいけないのかなと。その

ときにたまたま新技術という形でこういう高性能防雪柵というものがわかって、ある程度使

えるなということが確認できたので今回設置を決めたということになっております。 

○浜岡委員 了解しました。ありがとうございます。この高性能防雪柵というのは、１３ページ

の写真のほうに書いていますが、変風向吹上板というのがついたというところが新しいとい

うことでしょうか。わかりました。ありがとうございます。 

○奥村委員長 そのほかございますでしょうか。 

○黒沢委員 残事業のＢ／Ｃ、それなりの数字ですので、ここで事業中止という線はないと思う

んですが、やはり全体のＢ／Ｃの値が低いのが非常に気になるところです。ここの場で事業

の採択とかは審議できないんですけれども、事業を起こすに当たってあるいは事業を採択さ

れるに当たって、例えばＢ／Ｃがどのくらいだったら採択されるとか、あるいはどのくらい

を目安にしている、そういったのがもしあればお教えいただきたいです。ほかの事業に比べ

て低い事業が行われているということについてもご説明いただければと思います。 

○道路計画第一課長 Ｂ／Ｃの数値についてのご質問だと認識してお答えいたしますが、基本的

には１．０が目安ではございます。ただ、やはり近年の事業評価の流れといたしましては、

復興道路、復興支援道路で同じような説明をさせていただきましたけれども、やはり単便益

だけではなくて、例えば防災の効果であったりリダンダンシーであったりとか安全安心の観

点であったりとか、そういったＢ／Ｃにカウントできない要素もあるのも事実だと思ってお
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ります。そういったものを総合的に勘案しながら事業の採択を決めていくと。なので、一律

Ｂ／Ｃが高い順から採択したりとかそういったことはなく、あくまで効果が費用を上回って

いることを確認する必要はある程度あるのかなと。明確に数字の多寡でそこの事業が決まる

ものではないと認識しております。 

○黒沢委員 Ｂ／Ｃだけで決めるわけではないというのはもちろんそうなんですけれども、今お

っしゃった災害への備えなどがあるというのはわかります。ただ、そういったものというの

を例えば数値化するとか序列化できるような指標でやらないと、基本的に、道路、ほかのど

の事業でもそうなんですけれども、渋滞の緩和、それから病院への搬送、こういったことの

利点というのはどの道路をやっても同じように出てくるはずで、これがいいですよというこ

とを列挙するだけでは優劣が決められないと思います。 

  それで、高くないＢ／Ｃの数値というのが表に出たとき、なぜこういった事業が採択されて、

ほかの事業が採択されないのかというのは、見る人によっては当然疑問が起こることもある

と思います。それで、それをある程度明らかにする場所というのがこの委員会の場だと思い

ます。そういった意味で、こういった委員会の場で、ここの道路がなぜほかに優先するのか

というのをもうちょっとわかりやすくできるといいのかなと思います。今から例えば資料を

準備したりというのはできないと思いますが、今後特にＢ／Ｃが低い事業に関しては、なぜ

これが低いＢ／Ｃにもかかわらず優先するのかというのがわかるような、どうすればわかる

かというのはなかなか難しいんですが、例えばほかと比較するとか、地域の特性を示すとか、

そういったことで丁寧な資料をつくってここで議論して、あるいは国民に公開するというよ

うな努力の必要があるんじゃないかと思います。 

○道路計画第一課長 ご指摘ありがとうございます。先生のおっしゃるとおりで、やはりＢ／Ｃ

だけでなく、やはり道路の必要性をもっともっとわかりやすく説明する努力というのは我々

し続けなきゃいけないかなと思っています。引き続きご指導いただきながら、こういう資料

の出し方等でご相談させていただければと思います。 

○黒沢委員 その流れでちょっと自分の意見を申し上げたいんですけれども、例えば１０番の事

業なんかもＢ／Ｃが非常に低いわけですが、こちらのほうは要点審議で、変更がなかったと

いうことで資料も非常に簡略で、議論もせずにそのままこの委員会をスルーしてしまいます。

そういう状況です。やはりこういったもの、特に国民目線で見て何か疑問が生じそうなもの

というのはむしろ積極的にこの委員会で取り上げていくべきだと私は思っています。そうい

った意味で、今から資料を用意するというのは無理だと思うんですけれども、例えばＢ／Ｃ
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１．３以下は要点審議に当たっていてもきちっと資料を出してある程度議論するとか、そう

いったことをしていかないと、この委員会というのがちゃんと隅から隅まで見ているのか、

あるいは国土交通省はきちっとこの委員会にいろいろ議論になりそうなことをちゃんと出し

ているのか、そういった疑いの目で見られてしまうと。特に道路事業に関しては過去いろい

ろ国民から大きな批判があったということがあります。そういった意味でも道路事業という

のはなるべく細心の配慮をしながらやっていくと。とにかくそういった目で見られないよう

に、とにかく全部穴を埋めるような感じで、細かく議論の材料を出していくと、そういった

形にしたほうが多分いいと思います。今回は４７号から離れた議論もありますけれども、そ

ういったことを考慮し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した。今の意見は対応そのものの話もあるんですけれども。

（「私も意見があるんだけれども」の声あり）はい。 

○遠藤委員 この委員会でもいろいろそういう議論はたびたびあったかなと思います。今大事な

ことは、地域の道路で完結するものの評価もやらなくちゃいけないというのと、やはり道路

というのはネットワークということを考えてつくっていますので、完成したネットワークで

どの程度Ｂ／Ｃとなるか、恐らくネットワークの強みというのが出てくると思うんですけれ

ども、それも含めて将来を見据えて、この程度まで上がるはずだということがきちっとあっ

て、そういうのもあるからつくっているのかなと逆に思っていますけれども…。この前の災

害も含めて、一つの道路がある点からある点まできちっと結ばれて有効性が上がってくるな

と私は思っている部分もございますので、局所的な部分と全体的なネットワークでこのぐら

いになるという２つの考え方で見てもいいのかなと思っています。新幹線もそうですけれど

も、高速道路網とかあるいは幹線道路網というのは一つのネットワークで評価してやる部分

も多分あるかなと思っていまして、その両方、黒沢先生がおっしゃるのと両方きちっと評価

すべきではないかと私は思っています。 

○奥村委員長 整備局さんは今のご意見に対してはどうですか。 

  私の理解では、全部ここの委員会で同じレベルで評価しろと言われると、 初にお話しのあ

った今年の進め方ということと反してくるのではと思います。そのためにワーキングがあっ

て、ワーキングの先生方にまずは細かな議論が必要なものか必要でないのかということを見

ていただいて、必要なものについてはここで議論するけれども、必要でないと判断したもの

は簡略化してもいいのではないかというのが先ほどのお話でした。そのときには事前に説明

をしていただいたりしたところで、いやそれでもなおやはりこれは問題を感じるということ
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があればワーキングの段階でそういうものを重点のほうにしっかり入れていただくという対

応でいくというのが多分基本的であって、そうでないとすると全部この場ですべからく同じ

ぐらいの厚みの資料でチェックしましょうという話に戻ってしまうので。 

○黒沢委員 すいません、そういう議論をしているのではなくて、この委員会での議論の進め方

は、非常に合理的にやってくださっていると思います。特に事業費の変化ということを注目

して、変化があったものに関して重点審議にしたり、要点の中でもいろいろ資料を用意した

りする、これは非常に優れた方法だと思います。ただ、例えば全体Ｂ／Ｃなんかに関しても

そういった視点で、全部入れろという意味ではなく、先ほど申しましたように例えば全体Ｂ

／Ｃあるいは残事業Ｂ／Ｃが１．３を切るようなものは一応資料を用意して議論しましょう

と、その程度の話です。全部もとに戻して、全部資料をつけて、全部議論しましょうという

ことを言っているのではなくて、Ｂ／Ｃにも配慮して重点・要点を決めたらいいのではない

でしょうかという意味です。 

○奥村委員長 わかりました。それでは、ここの 後の、さっきの１０番のところの話は後の一

括審議の中でもう一度そこについての説明をいただくということにしまして、今の余目酒田

道路に関してそのほか意見、質問ございますか、よろしいですか。 

○北林委員 ５ページの事故の安全確保についてですが、これを見ますと事故の起こる場所が限

定されていて、ここでの事故が随分多いとわかります。道路の審議に事故の資料が必ずしも

つくわけではない中で、この図には×がいっぱいついていて、いかに事故が多く危険性が高い

かということがわかります。円グラフを見ると追突事故が圧倒的に６３％と多くて、資料に

書いてあるとおり沿道店舗が多く立地していることが原因なんですね。その解消のために新

しい道路をつくって、「余目地区から通過交通を排除する」と、右上の黄色のところに書い

てありますが、これはどういうことなのか。例えば標識をつけて通らないようにするという

ことなのか、それとも自然にそちらのほうに流れていくということなのか。またよく聞くの

は、バイパスをつくるとそちらにまた店舗が新しく移って来て、同じことの繰り返しになっ

てしまうということです。そういうことはないと断定できる根拠は何なのかということを教

えていただきたいと思います。 

○奥村委員長 ここはまず大事だと思うんですね。 

○酒田河川国道 まず新しくできる道路につきましては高規格道路でございまして、すぐに店舗

が張りつくということはございません。 

  こちらにつきましては、排除という書き方になっておりますが、余目の市街地を通過だけし
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ている交通が約４割ございまして、この余目酒田道路ができることによって、これまで１万

２，０００台くらい走っている内の４割が新しい道路に転換することで交通量が少なくなり

ます。それで事故の件数も減ることを期待しているということでございます。 

○北林委員 わかりました。高規格道路であり、ただ通過するだけであれば、むしろ新しい道路

を使用したほうが使用者も楽であるということなんですね。 

 ただ、道路を転換して交通量を少なくすることで、もとの道路がより安全になるだろうという

ことはわかるんですが、なぜ事故が多いのか、道路の形状自体に欠点があるのではないか、

という点を追及して、そこを安全な形に直すという考え方はないものだろうかといつも思い

ます。警察も、「ここは危険だから気を付けて」と指摘はするんですけれども、危険な場所

を安全にする手続きを取ろうとはしないんですよね。学校も児童、生徒に対して、危険な場

所に印をつけた地図を貼って注意喚起するところまでしか行かない。そんなに危険だったら

その道路自体の危ない場所を、角を取るとか、改善すればいいのにと思うんですけれども、

今回の場合もそういうような配慮というのは特にないんですね。 

○酒田河川国道 おっしゃるとおり、ここにつきましてはスーパーだとかいろんなホームセンタ

ーだとか張りついているところで、頻繁に出入りがございます。事故率が非常に高いという

のは交差点の部分でございまして、これはある程度渋滞が、車が多いということで、例えば

右折車に追突するだとかという現象で事故が多くなっているわけですけれども、交通量が減

ることによりましてこの部分の事故もカバーされるのかなと思っております。 

○道路部長 道路部長でございます。 

  おっしゃっているとおり、交差点で渋滞だけじゃなくて交通事故が多いというのがあって、

そういう分析を一つずつ本当はやっていかなければいけないんですけれども、個別に全箇所

は回っていません。ただし、ここでお話しいただいているのはいわゆる大きな事業なんです

ね、１００億円とか。交差点の改良事業は交通安全事業と言いまして、それはそれで数億円

のオーダーなんですけれども、やはり厳しい予算の中で順番に、一番事故の多いところから

その取り組みは別途やっています。ただし、なかなか、先生が今言われたようにほとんど手

がついてないんじゃないかと、そう思われるのは我々のいけないところで、順次いろいろ事

故の原因も分析しながら始めてはいますので、それはそれでできるだけ予算を広げてまたや

っていこうとは思っております。ここも恐らくバイパスができて現道の交通量が減っても、

先生がおっしゃったように線形が悪いとか、ロードショップの問題で事故が続くようであれ

ば、当然現道にまたお金をつけて交差点を少し改良するようなことはやっていくことになる
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と思います。ただし、箇所が非常に多いので、いつそこまで回ってくるかというのは予算と

の兼ね合いがあって、決して交差点の改良事業もおざなりにしているわけではないというの

はご理解いただきたいと思います。 

○北林委員 国土交通省だけの責任でもないと思うんですね。道路の通行に直行するようにお店

から出てくる車と衝突するということなので、駐車場の出入口の設け方について道路交通に

配慮してもらうことも必要だと思います。それは国土交通省の仕事じゃない……。（「仕事

です」の声あり）仕事なんですか。警察の仕事なのかとか、市民としては迷うところなんで

すが、道路そのものではないけれども、事故にならない出口、入り口の設け方など指導とい

うか、発信のしようがあるのではないかと思うのですが。 

○道路部長 ご指摘ありがとうございます。実際に、ここのところはまだなんですけれども、さ

っきおっしゃったような通学路は、うちだけでなくて、警察とか、あとＰＴＡの親御さんに

入っていただいて、もう少しここの曲がり方はちょっと用地を提供してもらえれば、視界が

よくなるんじゃないかというような点検を一緒にして、協力も少しいただいて、入口の出方

を変えるようなところも始まってきています。決して、ここは国土交通省、ここからは警察、

県がやるとか、そういう縦割りにはならずに、ただ数が非常に多いので、まずは通学路から

点検をやり始めている状況です。冒頭申しましたけれども、そういう取り組みがこういう委

員会の中でも認識されていないのは我々の努力不足でございますので、広げるように頑張り

たいと思います。 

○北林委員 よろしくお願いします。教育委員会にいたものですから、学校側から見ると、警察

は警察、国土交通省は国土交通省、県は県と、お互いつながる発想がなくて手が打てない。

でも今お話を伺って大変心強く思いました。 

○道路部長 二、三年前に通学路で事故がまとめて起きたときに、やはり文科省さんと警察庁と

国土交通省が合同でまず通学路からやろうということで、全国何万カ所も今始めております

ので、ご理解をいただけるように我々も頑張ってまいります。 

○北林委員 すいません、長々と。 

○黒沢委員 今のに関連してなんですけれども、こういった今回出てくる道路事業なんかも大体

高規格道路で、その事業に関して高規格道路をつくるということで一つの事業になっている

んですが、災害復旧道路、災害復興道路のときに例えば避難施設なんかをその道路につくる

ということを事業の中に入れ込むことができました。先ほどＢ／Ｃの話を大分させていただ

いたんですけれども、例えばこの道路に関しても、余目酒田道路をつくるという目的ではな
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くて、この地域の事故多発を減らす事業として打ち出して、先ほどたった数億円でできると

いうお話だったんですが、そういったのも入れ込んだ事業というのをやることというのはで

きないんでしょうか。そういうことであれば多少Ｂ／Ｃが少なくてもきちっと説明がつきま

すし、それで事故がどのくらい減るというような見積もりも出してやれば、低いＢ／Ｃでも

国民の理解というのは得られると思うんですね。専門家じゃないので、そういった事業のあ

り方はないと言われてしまえばそれまでなんですが。今後、やはり国の財政が厳しい中で道

路事業というのをしっかり国民の納得いく形でやっていくためには、こういった方法も一つ

の方法なんではないかなと思います。 

○道路部長 おっしゃるとおりだと思います。 

○局長 １点、ちょっと補足だけ。この余目酒田道路で言えば、ここに書いてあるようにいろん

な目的があって事業をしているんですね。何年か前に新規事業ということで採択をされて今

に至って、来年度全線開通するわけなんですけれども、その新規採択をするときにはこの事

業評価委員会とは別の社会資本整備委員会の分科会というところで、まさにＢ／Ｃについて

の議論をしていただいています。あるいは、この余目酒田で言えば、これも交通安全対策に

も資する事業なんですね。そのときに、現道路を拡幅していったほうがいいのか、それとも

バイパスのほうがいいのか、さっきちょっと言ったような交差点改良をいろいろしていった

ほうがいいかという議論をして、それでまさにＢ／Ｃの話でこのバイパスでやるのが一番い

いんじゃないですかというのをそっちの委員会で一応決めていただいています。事業化して

何年かして、５年でしたか、そのたびにこの評価委員会で改めて評価をしていただいている

ということでありますので、皆さんご存じのことだと思いますけれども、念のために補足し

ておきます。 

○奥村委員長 ちなみに私がそちらの委員です。 

  今のところの話で言うと多分さっきの防雪柵のところに出てきたのが関連しているんですね。

この向きのところにおいて沿道において極めて追突事故が多いんですよ。ということは、多

分出入りの車もあって減速しなければいけない状況になっていたりするところで、前の車が

注意して止まったけれども、吹雪などの影響で視界が悪くて、その後ろの車が追突したとか

というようなところが起きやすいところなんでしょうね、きっとね。だから別に沿道に建物

があるからこの程度はどこでも起きているのかというと多分そうじゃなくて、これはこちら

の向きに向いているところだけ物すごく多いですね。だから、ここを個別に交差点改良とか

で直そうとすると難しくて、アクセスコントロールと専門用語で言いますけれども、要は通
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過する車と沿道に入る車が完全に分かれるような形の道路のつくり方をしないと難しいと。 

  今回のその計画は一応そういう流れでつくられているので、その効果も当然出るはずなんで

すけれども、残念ながらＢ／Ｃの計算のときには標準的な事故率に掛けているものですから、

例えばここのところがきちんとアクセスコントロールされて、もともとこういう向きで多か

ったところが果たしてどれだけ交通事故が減るのかというところまで計算ができているのか

と言われると、平均的にこのぐらい落ちそうですねということぐらいしか入っていないんで

すね。だから多分、今の計算の中に入っているのは過少で、先ほどのＢ／Ｃで出ているもの

よりは実際交通事故削減の効果、便益の中に既に入っているんですけれども、もうちょっと

しっかりした効果が出るんじゃないかということは言えるんじゃないかなと。 

  また、先ほど言われましたように、じゃここの場所はどういうところだからどういう対策を

すると一番いいのかということについてよくわかっているのかと言われますと、結構交通事

故は分析が難しくて、結局 後のところは人がぼんやりしていたとかそういうことも絡んで

くるもんですから、それと天候や光などの関係が、事故が起きた瞬間にどうなっていたかと

いうのはほとんどわからないんですよね。この頃は一応ビデオを撮る機械があるじゃないで

すか、トラフィックレコーダー。ああいうものを使ってもう少し研究が進んで、こういうこ

とが多いところはやはり事故が多いねという話になったりするところを、専門は浜岡先生で

すので、浜岡先生あたりに頑張っていただくとこのあたりはちゃんと計算できるようになる

のかなという感じです。というのが交通をしている者からの現状認識ですね。 

○黒沢委員 よくわかったんですけれども、まさにそういったことをうまく資料に表すというか、

先ほどおっしゃったように、ほかの例えば国道の拡幅等ともきちっと比較しているというこ

とでしたら、ぜひこういったところでその資料を出していただければ理解できますし、それ

をまた国民に公開していけばきっと理解されると思うんですね。まさにそういったこととい

うのを開示していく、議論していく、委員会に出していくというのが大事なんじゃないかな

と思います。よろしくお願いします。 

○奥村委員長 着手時の評価の結果や、その情報提供の仕方というようなことの全般に対してご

意見をいただいたということで、それはそれとして、ではこの道路については継続という対

応方針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。 

  それでは、次に要点の審議に移るんですが、冒頭に要点審議９件の説明がありましたが、事

業費が増加してしまっている２件、それから、できればさっきのお話に出た１０番目のもの

について少し追加で説明をお願いできますでしょうか。 
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○青森河川国道 それでは、青森河川国道事務所の左近でございます。 

  私のほうから一般国道４５号上北天間林道路についてご説明を申し上げます。資料は２－３

でございます。１ページをご覧いただければと思います。 

  事業目的でございます。上北天間林道路につきましては、上北道路、天間林道路と一体とな

って高規格幹線道路ネットワークを形成する自動車専用道路でございます。計画概要でござ

いますが、青森県上北郡東北町大字大浦から上北郡七戸町字附田向まででございます。延長

７．８キロ、平成２０年度に事業化を行いまして、平成２３年度から工事着手を行っており

ます。 

  ２ページ目をご覧ください。 

  上北自動車道の整備状況でございます。右手にございます八戸から青森にかけての道路の一

部を形成しております。真ん中のところ、中央のところでございます。 

  ３ページをご覧ください。 

  事業の進捗状況でございます。こちら上北天間林道路、平成３０年度の開通予定となってお

りまして、橋梁やボックスカルバート等道路施設整備が下記の写真のとおり進捗していると

ころでございます。 

  ３の事業の必要性に関する視点として、⑴事業間連携について、５ページ目、物流の効率化

について、６ページ目、企業立地について、それから７ページ目、救急医療について、それ

ぞれ必要性については、すいませんが、時間の都合で説明は割愛させていただきます。 

  ４の事業計画の変更内容についてでございます。上北天間林道路の事業費については２５９

億円から２６９億円、１０億円、約４％増になってございます。増加内容につきましては、

土工、橋梁工に係る増ということで、計画路線上の廃棄物が想定以上に広範囲にございまし

て、増加しております。詳しくは次ページでご説明いたします。 

９ページをご覧ください。 

  下の当初計画の図でございますが、こちらのとおりもともと東北町のごみ処分場跡地を飛ば

すような形で橋梁の計画を立ててございました。こちらにつきましては、実際現場に入った

ところ、ごみ処分場の跡地が思った以上に広く、橋台のところまでございましたので、こち

らの処分費用や、それから構造物の見直しを行いまして増額になっております。 

  １０ページでございます。事業計画の変更内容の②として横断水路函渠の削減を実施してお

ります。当初、七戸川の既設の取水路から取水するようになっておりましたが、新たな取水

路を設けることによりまして事業費の減額を達成しております。 
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  １１ページでございます。前回の見直しされた項目について、 新の設計単価などで見直し

まして精査をしたものでございます。合計としましては３０億円から３０億円ということで

特に変化はございません。 

  １２ページでございます。地方公共団体等の意見ということで、８でございますが、青森県

知事から事業の継続について異論はないというふうにいただいております。早期の整備をお

願いしたいというふうにご意見をいただいております。 

  ９の対応方針として事業継続、理由としましては、青森市と八戸市の連携強化を図り、上北

地域の救急医療、企業立地への貢献を図るため、早期整備の必要性が高いというふうにさせ

ていただいてございます。私からは以上でございます。 

○山形河川国道 では続きまして、高屋道路についてご説明させていただきます。 

  １３ページをご覧ください。 

  先ほどありました新庄酒田道路の一部区間になっております。１４ページのところにござい

ますけれども、真ん中辺に赤字で旗上げしておりまして、この３．４キロの区間が高屋道路

となっております。 

  もう１ページめくっていただきまして、１５ページ、事業の特徴なんですけれども、この３．

４キロのうちほとんどがトンネルというのが大きな特徴になっておりまして、赤で書いてあ

ります猪ノ鼻トンネルというのが約３キロのトンネル、その後、橋を渡ってまた高屋トンネ

ルと、こういうような事業箇所になってございます。現地の状況については、右側の写真を

見ていただくとおわかりになるように、 上川のへりのところに既存の４７号が通っており

まして、そこの川沿いに旧道といいますか、今の道路が走っているところをトンネルで抜く

というような事業になっております。 

  事業の必要性等については割愛いたしまして、事業計画の変更、１９ページでございますけ

れども、今回、１３２億円の全体計画から１４７億円ということで１５億円の増、約１１％

の増となっております。その内容でございますけれども、２０ページにございますとおり、

通常でありますとトンネル工事の場合は掘り進める際に粉塵とかが出ますので換気の設備を

入れるわけですけれども、この猪ノ鼻トンネルにつきましては、ボーリング調査をしたとこ

ろ高濃度の可燃性ガス、要するにメタンガスとかそういう引火性のガスが出てきまして、こ

れについての対策が急遽必要になったということで、専門家のご助言も得ながら送風装置で

ありますとかあるいは換気施設とかについて従来に加えて大きなものを使うことになったと。

この可燃性ガス対策で１５．３億円というような増額が発生したということでございます。 
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  ２１ページでございます。これもまた３，０００万円ぐらいで小さいと言えば小さいんです

けれども、二次製品を使う予定だった路側溝を、新技術を使って少しコストダウンできるこ

とを考えましたということで、差し引きしますと先ほど申し上げましたとおり約１５億円の

増になっております。 

  ２２ページ、事業の投資効果でございますけれども、これも防災面の効果が特に大きい事業

ということで、全体事業と残事業に関して便益が費用を上回ることを確認しているところで

ございます。 

  後、２３ページでございますけれども、山形県知事からも事業継続とのご意見をいただい

ておりまして、対応方針としては事業継続ということで上げさせていただいております。 

  それから、先ほど１０番の事業ということで、Ｂ／Ｃ１．１でありました東北中央道の米沢

～米沢北間も山形河川国道事務所の工事でございますので、私のほうから説明をさせていた

だきます。参考資料４の１１ページをご覧ください。 

  こちらの事業なんですけれども、東北中央自動車道、福島から秋田に向かう高速道路の１区

間の事業となっております。場所は右の図にございますとおり米沢市街地部になるわけです

けれども、このさらに右側のほうに行きますと福島につながってくるというような事業でし

て、ここの区間につきましてはこの９キロの区間を米沢～米沢北間として事業化したという

ような経緯でございます。 

  Ｂ／Ｃが低い理由なんですけれども、コストがやはりちょっと高いということがございます。

もともと高規格の道路ですのでコストは当然若干高めになるんですけれども、その中でも特

にこの区間の特徴といたしまして、米沢大橋という川とＪＲを一気に跨ぐ長大な橋がござい

まして、そこに関する事業費がとにかく大きいというのもございます。事業区間が９キロ一

括でございますので、ここだけを見た場合、やはり少し厳しいＢ／Ｃになっているという現

状もございますけれども、先ほどネットワークという話がございましたとおり、福島から秋

田まで一連で中央道ということを考えますと、そのような役割も大きいんじゃないかなと思

っているところでございます。 

  また、そういうような事業費が高い事業なんですけれども、次の１２ページにございますよ

うに、少しでも事業費を抑えるような工夫はいろいろしております。鋼製フィンガージョイ

ントという橋のジョイントのところを安くて新しいもの、新技術が出たので、こういうもの

を使いながら少しでもコスト縮減の努力をしているということでございます。 

  資料がこれしかございませんので、ちょっとわかりにくいかと思いますけれども、以上で説
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明のほうを終わりたいと思います。 

○奥村委員長 ありがとうございました。それでは、この一括の部分の９件についてご議論をお

願いしたいんですが、ご質問、ご意見ありますでしょうか。よろしいですかね。 

  さっきの廃棄物の問題なんですけれども、地方公共団体等の意見というのがこれで本当にい

いのかと、彼らとして。地元は本当につくってほしいんですよね。なのに何か「事業を進め

ることを認めます」と。地域でいろいろ問題が発生しているというのはやはり地元側のとこ

ろの情報不足というか、そういうところがあるわけですから、反省までは言ったらちょっと

言い過ぎかもしれないけれども、一言あってもいいんじゃないかという感じもしなくもない

んですが、そういうことを言う場ではないので。もう少し事前の情報交換とか地元側の調査

とかでそういうことができないのか、回避できないのかどうか少し考えていただく必要もあ

るし、地元のほうにもできるだけ、そういうことがありましたよということをちゃんと理解

していただいて、再発のないようにお願いしていただきたいなと思います。 

  そのほかよろしいですかね。 

  じゃ要点事業の９件一括ですが、継続という方針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。 

  ちょっと長くなって申し訳ないんですが、続きに行きたいと思います。 

  では次に、港湾事業、再評価３件の審議になります。 

  事業選定ワーキングが行われていますので、選定結果について小笠原委員から説明をお願い

いたします。 

○小笠原委員 港湾事業ワーキンググループを８月２４日に開催しましたので、選定結果を報告

いたします。 

  今回の再評価の対象である港湾３事業のうち、重点的かつ効率的な審議を行う観点から、事

業費が増加している宮古港竜神崎地区防波堤整備事業１件を重点審議事業、その他２件を要

点審議事業として選定しました。以上になります。 

○奥村委員長 ありがとうございます。それでは、事業担当部から今回の審議案件３件全体の説

明をお願いいたします。 

○工事安全推進官 港湾空港部の奈良です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、お手元のＡ３の資料４をご覧ください。この資料ですけれども、重点、要点審議

事業を事業ごとに前回評価からの変化等について一覧表に整理したものです。 

  対象事業ですけれども、岩手県の宮古港で実施している防波堤事業、それから同じく岩手県
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の久慈港で実施している防波堤事業、それから宮城県の仙台塩釜港の石巻港区で実施してい

る国際物流ターミナル整備事業の３件となっております。いずれも前回、２５年度に再評価

を受けた後、３年経過した時点で事業継続中ということで今回再評価の審議をいただくもの

でございます。 

  前回評価からの変化点につきましては、宮古港事業の全体事業費が１４億円増額となります。

このほか宮古港事業における事業計画、便益、完成予定時期、また久慈港整備事業、それか

ら石巻港の整備事業における事業計画、全体事業費、便益、完成予定時期には変化はござい

ません。以上で終わります。 

○奥村委員長 ありがとうございました。そうしましたら、まず重点になりました 初の事業の

ご説明をお願いします。 

○釜石港湾 資料５－１によりまして、宮古港竜神崎地区防波堤整備事業の再評価についてご説

明をさせていただきます。釜石港湾事務所長の小澤と申します。よろしくお願いいたします。 

  おめくりいただいて１ページをご覧ください。 

  当該事業につきましては、交流機会拡大により地域活性化に寄与することなどを目的といた

しまして、昭和６３年度より実施をしている事業でございます。対象施設につきましては、

中ほど左側の文字と右側の写真と図面がございますけれども、竜神崎地区防波堤４００メー

トルのほか、水深４メートルの物揚場、それから緑地などを対象施設としております。下の

ほうに評価の経歴が載っております。前回は平成２５年に評価をいただいておりまして、そ

の後３年が経過をしておりますが、現在も事業継続中であります。そのことに加えまして、

先ほどご説明あったとおり今回事業費の増額を見込んでおりますことから、重点審議での再

評価をいただくものということでございます。 

  続いて、２ページをご覧いただきたいと思います。 

  宮古港の利用状況をざっとご説明させていただきたいと思います。上の写真、３色の色分け

をしております。こちらは宮古港の利用状況に応じたゾーニングになっておりまして、今回

の事業は赤色の交流ゾーンが対象になります。こちらは観光拠点として利用されている地区

でございまして、右下、真ん中下ぐらいになりますが、竜神崎地区、出崎地区といったとこ

ろでの事業が今回対象事業のエリアとなっております。それから、下のグラフですけれども、

こちらも当該事業に関するトピックでございます。右下に浄土ヶ浜地区とございますが、こ

ちらはご存じの方も多いと思いますが、景勝地浄土ヶ浜の近辺でございまして、こちらの地

区への観光客数の推移でございます。特に目立つのは平成２３年の落ち込みですけれども、
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こちらは東日本大震災の影響での減少でございます。こちらの観光の主力である遊覧船事業

は津波の影響を受けていたところですが、観光を核とする復興だということで、事業者はも

とより、地域の方々のご努力によりまして、また全国から復興を支援する方がこの観光船に

乗りに来てくださっているということも影響しまして、現在では震災前の水準まで回復して

いるというのが現状でございます。 

○奥村委員長 誠にすいません。時間的な制約もありますし、事業内容には変更がないので、費

用が上がったところの話だけ説明をいただけたらと思います。 

○釜石港湾 承知しました。では５ページをお願いいたします。 

  こちらは事業費の増加についての資料でございます。こちらの防波堤整備事業ですけれども、

大量の基礎石、それからコンクリートを多く使います。この事業の当初予定におきましては、

石材についてもコンクリート骨材につきましても地場の宮古産を使う計画にしておりました

ところ、近隣の東日本大震災の復興工事の本格化によりまして資材の需要が地域で大量に発

生してしまいました。当該工事を行うための必要量が地元で確保できないという事態に陥り

まして、石材の一部を北海道産に変更しました。また、地域としてコンクリート骨材も一部

北海道から調達するという事態になりまして、単価が上がっております。資材の運搬費がど

うしても単価に乗るものですから、そういった大幅な増加になりまして、その結果、当該事

業におきましては１４億円の事業費の増加になっている次第でございます。 

  ６ページは便益ですが、事業期間につきましては当初、前回の評価時と変わりありません。

事業費が変わりましたので便益比は弾き直しておりますけれども、全体で１．１、残事業で

１３．７と算出しております。 

  ７ページ、８ページはその感度分析の結果を載せております。 

  続きまして、９ページにコスト縮減のことがございますので、そこの説明をさせていただき

ます。６番のところをご覧ください。 

  こちらについては、同じく震災で被災した他地区の防波堤のブロックをこの竜神崎防波堤の

消波ブロックの内側、中詰め材として転用することによりまして２億円ほどの費用の縮減を

図っております。 

  ８番、一番下の対応方針ですけれども、事業の投資効果も認められ、地元からの整備促進の

強い要請も受けている事業であるという認識から事業継続の提案をさせていただいておりま

す。よろしくご審議をお願いいたします。以上です。 

○奥村委員長 急いでもらいまして、すいませんでした。では、ただいまの説明でご意見、ご質
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問はございますでしょうか。よろしいですか。震災の影響がいろんなところに出ているとい

うことなんですけれども。 

  それでは、ないようですので原案どおり継続という対応方針案を認めたいと思いますけれど

も、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、残る要点事業の２件、これも簡潔にお願いいたします。 

○工事安全推進官 それでは、久慈港と石巻港の整備事業について説明させていただきます。 

  冒頭、事業計画等変化はないということを説明させていただきましたので、ここでは事業の

必要性について詳細を説明させていただきます。資料５－２をご覧ください。 

  久慈港整備事業の必要性として２点整理しております。１点目は、津波浸水区域の縮小や浸

水高の低減によりまして、市民生活や事業活動の安全安心に寄与することが可能となるもの

です。資料中段の航空写真は、防波堤ありなしの場合の津波浸水区域を整理したものでござ

います。左側の防波堤なしの場合の津波浸水面積に比べて右側の防波堤ありの場合の津波浸

水面積は約２６８ヘクタールから約４４ヘクタールに縮小されまして、大幅に減少すること

になります。２点目は、静穏水域の創出によりまして船舶の海難事故減少に寄与することが

可能となります。資料下段の図面は、防波堤ありなしの場合の避泊可能隻数を整理したもの

で、防波堤の整備によりまして新たに９隻の船舶が避泊可能となります。 

  続きまして、資料５－３をご覧ください。 

  石巻港整備事業の必要性として２点整理しております。２ページ目をご覧願います。 

  １点目は、既存岸壁の混雑解消と大型船による一括大量輸送によりまして物流コストの低減

を図り、地域産業の競争力向上に寄与することが可能となります。資料中段の航空写真が整

備効果のイメージとなります。整備前は、水深不足のため小型船による貨物の輸送により寄

港回数が増加しまして、その結果、沖合で岸壁利用を待つ待機船が発生いたしまして、非効

率な輸送形態となっております。整備後は、大水深岸壁と防波堤の整備によりまして待機船

解消と大型船による一括大量輸送が実現し、効率的な物流が可能となります。 

  ２点目ですけれども、静穏水域の創出によりまして船舶の海難事故減少に寄与することが可

能となります。資料下段の航空写真は、防波堤ありなしの場合の避泊可能隻数を整理したも

のでございます。防波堤整備により新たに７隻の船舶が避泊可能となります。 

  後に、対応方針につきましては、地元、それから港湾利用者からは一刻も早く完成して欲

しいとの要望が強いものですから、事業継続ということでご提案させていただきます。よろ

しくご審議お願いいたします。 
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○奥村委員長 ありがとうございました。では、ただいまの２つの事業についてご意見、ご質問

ありますでしょうか。 

○小笠原委員 久慈港のほうなんですけれども、２ページの防波堤ありのところで想定されてい

る津波、マグニチュード８．５とあるんですけれども、実際のところどういった津波を再現

計算されているのかというところ、わかる範囲で教えていただけたらと思います。 

○釜石港湾 久慈港の場合は、明治三陸地震の津波を想定しています。 

○小笠原委員 わかりました。ありがとうございました。 

○奥村委員長 そのほかありますか。 

  私から、これは想定と多分違うことを聞いて恐縮なんですけれども、今回のような普通の水

害のときに、何か港湾のところでこういう整備がされているとさらによかったとかいうよう

な観点とかいうのはないんでしょうか。あるいはなくて困ったということがあったとか。 

○釜石港湾 台風１０号のことで。（「はい」の声あり）宮古や久慈ですと港の近傍で冠水被害

も起きていますが、今回は水が基本的には上から来るか、降ったものが排水しなかったかと

いうことなので、海のほうからは今回は行ってないという認識ですので、ないと思いますが、

港で起きた事象としては今回流木が多かったので、かなり流木が港の中にたまって漁港が閉

塞してしまって、それを上げてから港湾を使ったという事象がありました。上げたらすぐ機

能を果たしましたので、ちょっと程度は大きいんですけれども、そういった対策をとる必要

はあるかもしれないというのは感じました。 

○小笠原委員 流木もそうなんですけれども、もともと久慈の河口というのは閉塞しやすいので、

多分これからちょっと泥や土砂といったところが問題になるのかなと。 

○奥村委員長 ありがとうございました。今回は、久慈は進路からすると右側だからそうでもな

いのかもしれないけれども、高潮とかちょうど時間が当たってしまうと多分河川のほうを遡

上して、それで上から水が流れてきたときにはけにくいということもあり得るかなと思いま

す。ですから、やっててよかったという部分があったのか、いやさらにもう少しやはり頑張

らなければならないという話になるのか、そこも検証していただけるといいのかなと思いま

した、これは感想にすぎませんので。 

  ほかどうでしょう、よろしいでしょうか。 

  じゃこの要点事業２件ですけれども、特に事業の必要性についての問題というのはないよう

ですので、継続という対応方針案を認めることと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した。 
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  後の時間の都合もありますので、続きまして、営繕事業１件の再評価の審議に移りたいと思

います。 

  営繕事業につきましては１件で、ワーキングも開催しておりませんので、重点事業という扱

いで審議をいただくことになります。では、営繕のほうから説明をお願いいたします。 

○営繕調査官 営繕調査官の吉野と申します。よろしくお願いいたします。 

  資料７の一覧表をご覧になっていただきたいんですが、福島第２地方合同庁舎の再評価にな

りますが、事業内容についての変更はありません。事業費については、書きましたとおり３．

５億円ほどの増額となっておりますけれども、これの理由としましては要求単価の増額によ

るということを書いております。それから、必要性、合理性、効果のところについてでござ

いますが、評点としてはほとんど大きな変化はないという中で、合理性のところについての

金額の差がちょっと変わっておりますが、これは資料の中でまたご説明したいと思っており

ます。以上です。 

○奥村委員長 では具体的な説明をお願いいたします。 

○営繕調査官 それでは資料８のほうでご説明させていただきます。 

  福島第２地方合同庁舎の再評価でございますが、こちらは３年前に一度再評価を受けさせて

いただいて、今回が二度目になりますけれども、まだ事業化されておらず、予算要求をして

おりますけれども、見送られている状態にあります。 

  資料１ページ目をご覧になっていただきたいんですけれども、福島駅から１キロ前後のとこ

ろに分散しております５つの機関を、赤い丸印で書いてある建設予定地、こちらに集約しま

して、左の事業概要のところに書いてあるような合同庁舎を建設するという事業になってお

ります。全体計画額については先ほど一覧表でもご説明したとおりの金額の増加があります。 

  次のページに行きます。 

  官庁営繕事業の再評価の視点でございますけれども、基本的には必要性、合理性、効果とい

う新規採択時と同じ評価の視点でやっているということでございます。 

  それでは次のページをお願いいたします。 

  必要性でございますけれども、３年前と比べましてやはり老朽化、年数が３年経過したとい

うことで５０年前後それぞれの施設がもう既にたっておりまして、老朽化が非常に進んでい

て、耐震性能についても不足の状態になっていると。耐震性能についての評価自体は前回と

変わりありません。 

  次の合理性についてでございますけれども、営繕事業についての合理性の検証につきまして
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は、個々の庁舎に関して賃借、改修・増築、それから建てかえといった３つの方法について

の費用の検証をしまして、一番合理的な方法の組み合わせを代替案といたしまして建設費用

と維持管理費用を合計した金額を積み上げた金額と、それと本事業計画の総費用を比較して

おります。現時点で１．７億円の合理性がまだありますということでございます。 

  それから、次のページの効果でございます。大きな効果は３つあります。防災拠点としての

一層円滑な機能発揮がハードのそれぞれ整備を行うことで発揮できるようになるということ、

それから太陽光発電、高効率照明等の採用によって省エネルギー化が図られる、それから分

散する庁舎を集約することで国有財産の有効活用が図られるという大きな３つを上げさせて

いただいております。 

  これまでの経緯について一応説明いたしますと、平成２１年に一度予算計上までは至ったん

ですけれども、国の機関の見直しがあって、その影響を受けまして執行を一応止めたという

ことになっております。それ以降、予算要求を継続してずっと行っておりますけれども、今

のところまだついていないという実態にあります。ただ、地元との調整というのが非常に大

事なんですけれども、そちらのほうが震災後５年経過しましてようやく同じテーブルで進め

られるような素地ができたと思いますので、ぜひ今回ご審議いただいて、継続というご判断

をいただきたいと思っております。 

  次のページとその次のページのところには、これは営繕事業の事業評価を行う上での評価手

法というのが実施要領で決まっておりまして、それに基づいての必要性、それから合理性は

先ほどご説明したとおりでございますけれども、あと効果についての算定の結果を参考につ

けさせていただいております。以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見お願いします。いかがでし

ょうか。 

○浜岡委員 資料６ページと７ページで評価の結果が示されているんですが、７－１で必要性に

関する評価、評点が幾つか出されているんですけれども、この評点はどういう基準でつけら

れているのかというところの追加的な説明をお願いします。次のページの７－３も同じです。

数字が出ているのはわかるんですが、誰がどのようにつけたかというのが少しわからないの

で、教えてください。 

○営繕部長 営繕部長の西澤でございます。 

  建てかえの主理由が、老朽、狭隘、分散等いろいろ理由がございまして、主理由を１００点

満点で評価してございます。それ以外の従の理由は１０点満点の評価になってございまして、
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それぞれの管理官署ごとに出した点数を面積によって案分して加重平均をして出しておりま

す。今回の場合は、ともに老朽が一番進んでいるということで、こちらが主理由になります

ので、こちらが一番効いていまして、こちらが１００点満点中８４点ということで、残りの

ところがそれぞれ１０点満点中何点かというのを官署ごとに全て出しまして、それを面積案

分で平均して出したということでございます。 

○浜岡委員 官署ごとに、というのはどういうふうに出すんですか。例えば８４．１になるとい

うのは、誰が。 

○営繕部長 新規採択時にも評価がございまして、こういう場合には何点、こういう場合には何

点というのがございまして、どこに当てはめるかそれぞれ官署ごとに決めた上で、それで

個々に官署ごとに点数を出してございます。 

○浜岡委員 機械的に得られる数値ということでよろしいでしょうか。 

○営繕部長 はい、そうです。（「わかりました」の声あり） 

  先ほどの説明の追加でございますけれども、今回の事案の場合は再々評価ということでござ

います。何でこんなに進まないのかと非常に疑問をお持ちの先生方がいらっしゃると思いま

すけれども、予算編成の方針を踏まえ要求が見送られたり、東日本大震災以降は、真に必要

な事業から順番にやっていくんだということになったりしまして、かなり特殊な事業でござ

います。必要性自体は、本省の新規採択時から認められておりまして、地元の調整が整った

ものから順次採択されている状況でございますので、これにつきましても福島市等々との調

整が進み次第、予算化されるものと認識しております。以上でございます。 

○奥村委員長 そのほかご意見、ご質問ありますか。 

  さっきの質問に絡むんですけれども、前回の評価から老朽は年数がさらにたって進んでいる

のに、さっきの７－１の評価の老朽のところの主評点のところは８４．１で前回と同じとい

うことは、つまり前回の段階で 高レベルのこれはもうどうしようもないというところまで

老朽化が行っていたと認識していいですか。 

○営繕技術専門官 その部分についてご報告させていただきます。実はここの部分、こういった

古い建物につきましては各官署さんのほうで多少お手当てをしているところもございます。

実際のところで言いますと、ここについても、写真にもありましたが、一部養生したり、あ

るいは中で不具合があった部分については多少補修という形で手を入れたりしているところ

もあるので、そういったところである程度保っている場所だとか、あるいは一部改善した部

分というのもあります。ただ、当然ながら完全な直しをできているわけではございませんの
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で、結果的にはほぼほぼ同じぐらいの劣化度というのがあって、それを老朽として点数化し

たときには、今回はたまたま余り変わらないという結果になっているというところです。た

だ実際問題といたしましては、補修等いたしましてもやはり根本的な部分で老朽がかなり進

んでいる中で限界がございますので、点数としては改善することはないだろうと、これから

は基本悪くなっていく一方なのは間違いないと考えているところでございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。わかりました。 

  ほかご意見どうでしょうか、よろしいでしょうか。 

  気象台なんかそれこそ雨が降ったらきちんと働かないといけないところ、そこが危ないとい

うのはちょっと幾ら何でもという感じがしますので。 

  では、この案についても原案どおり継続という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した。 

  それでは、以上で本日の審議内容は終わりなんですが、審議の結果の取りまとめを行います

ので、５分程度休憩をとらせていただきたいと思います。対応をよろしくお願いします。 

 

〔 休    憩 〕 

 

○奥村委員長 では、本日の開催結果のまとめについて確認をしますが、事務局からお願いしま

す。 

○司会 それでは、ただいま配付させていただきました審議結果について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２回委員会を平成２８年９月３０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。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 

   １）道路事業 再評価 審議結果 

    ●一般国道４７号 新庄古口道路 

    ●一般国道４７号 余目酒田道路 

    ●一般国道４５号 上北天間林道路 
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    ●一般国道４７号 高屋道路 

    ●一般国道 ４号 仙台拡幅 

    ●一般国道 ７号 二ツ井今泉道路 

    ●一般国道１３号 河辺拡幅 

    ●日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐 

    ●東北中央自動車道 米沢～米沢北 

    ●一般国道１３号 泉田道路 

   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。 

   ・特にＢ／Ｃが低い等の場合は、事業の必要性がよりわかりやすくなるよう必要に応じて

新規事業採択時の評価資料等の利用について検討すること。 

   ２）港湾事業 再評価 審議結果 

    ●宮古港竜神崎地区防波堤整備工事 

    ●久慈港湾口地区防波堤整備事業及び久慈港海岸直轄海岸保全施設整備事業 

    ●仙台塩釜港石巻港区雲雀野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。 

   ３）営繕事業 再評価 審議結果 

    ●福島県第２地方合同庁舎 

   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。 

   ・気象台などの重要業務に支障が生じることのないよう着実に事業を進めること。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 以上のように取りまとめていただきましたが、これでよろしいでしょうか、ご意

見をいただければと思いますが、酌み取られてますかね。ありがとうございました。では司

会をお返しします。 

 

４．閉 会 

○司会 長時間の審議、本当に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２回事業評価監視委員会を終了させていただきます。 

  本日は大変ありがとうございました。お疲れさまでございました。 


