
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第３回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２８年１１月１日（火曜日） 

    １０：１５～１１：３６ 

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） おはようございます。ただいまから平成２８年度の東北地方整

備局事業評価監視委員会（第３回）を開催いたします。 

  本日は、大変お忙しい中、委員の皆様にはご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  本日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。よろしくお願いします。これ

以降は着座して進めさせていただきます。 

  報道関係の皆様にお知らせでございます。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きますので、よろしくご協力のほどをお願い

いたします。 

  それでは、本日の配付資料の確認をいたします。 

  資料の一番上に配付資料一覧表がついておりまして、その後、議事次第、資料１から資料６

及び参考資料１から参考資料２まで、そろえて配付しておりますけれども、過不足等ござい

ましたら申し出ていただければと思います。また、審議中に資料の不足等があることがわか

りましたら、その場で我々のほうに申し入れていただければ資料を用意したいと思います。 

  本日は、伊藤委員、小野委員、竹内委員、成田委員が所用のため欠席となっており、１１名

中７名の委員会出席で開催させていただきます。 

  それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

 

２．挨 拶 

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

○局長 おはようございます。本日は第３回ということでありますけれども、事業評価監視委員

会、よろしくお願いしたいと思います。 

  この前の日曜日に宮城県南三陸で復興道路の開通式がございました。９キロぐらいの開通で

ございましたが、三陸自動車道が初めて海側の被災地に出てきたということで、皆さん、大

きな喜びを我々にも伝えてくださいました。安倍総理もお越しいただきました。普通、道路

の開通式に総理大臣は出席されないのですが、東北だけお越しいただいておりまして、今回

３回目になります。１回目は福島の、常磐自動車道という高速道路が全部できたときに来ら

れました。２回目がちょうど１年ぐらい前ですけれども岩手県の遠野というところで、復興

支援道路ですか、横軸道路が部分開通するときに来られました。それで、今回は宮城にお越

しいただいたところでございます。そのときにも、復興道路ほか復興をしっかり進めるよう
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にという督励をいただいております。 

  今日は全て道路事業ということで、復興道路を中心にご審議を賜りたいと思います。被災地

域、後で説明があると思いますけれども、全体的に工事費が上がる傾向がございまして、そ

れによりまして事業費が増えております。この事業は私が道路部長のときに事業化した事業

でして、当時そういうことがもう少し予測できたら最初からもっと上積みしておいたのでし

ょうけれども、我々が予想していた以上の増があったということでございます。だんだん現

地も進んでまいりまして、平成３２年度には全部開通しようということで今やっております

ので、そういう地元の状況なども踏まえての説明があると思います。その他、ほかの道路に

ついてもご審議いただく予定でございますので、短い時間ですけれども、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。 

  報道関係の方にお願いでございます。これ以降の写真、テレビカメラ等の撮影はご遠慮をお

願いしたいと思います。 

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

います。 

 

３．審 議 

○奥村委員長 では、これより道路事業再評価９件の審議を行います。説明はポイントを押さえ

て、効率的な議事の進行にご協力をお願いいたします。 

  まずは、先日、委員会に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します。 

○遠藤委員 道路事業ワーキンググループを１０月２１日に開催いたしましたので、選定結果を

ご報告いたします。 

  今回の再評価の対象でございます道路事業９件について、事業費の増額の有無、増額の大小、

増額内容の要因、また全体事業のＢ／Ｃや残事業Ｂ／Ｃの変化状況を踏まえ、事業費が増加

している事業の中でも増加率が最も高く、かつ、労務費高騰などによる増額のほかに、唯一

設計見直しによる事業費増額がある東北中央自動車道（相馬～福島）を重点審議事業、その

他８件を要点審議事業に選定いたしました。報告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。 

  それでは、事業担当部から今回の審議案件のうち復興道路・復興支援道路の説明をお願いい
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たします。一連の説明として、２番の一覧表、資料３の台風１０号の影響ですね、それから

４の労務費高騰と、それから５番目に重点審議対象の東北中央道（相馬～福島）の個別のご

説明まで、まとめてしていただきます。よろしくお願いします。 

○道路計画第一課長 それでは、早速、資料１、一覧表をご覧ください。 

  今回、道路事業として９件ございますが、まず、前段として復興事業の１から４までの説明

をさせていただきます。 

  今回、１から４、４箇所事業がございます。１番が東北中央自動車道（相馬～福島）、２番

が三陸沿岸道路（釜石～宮古）、東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～花巻）、そして最後

は宮古盛岡横断道路（宮古～盛岡）となっております。 

  事業費の変化といたしましては、２０％から３％の増額となっております。変化要因といた

しましては、１から４番それぞれ共通するのが、先ほど整備局長からの挨拶にございました

労務費高騰及び復興係数でございます。また、設計見直し関係といたしまして、それが相馬

～福島のみについております。 

  計画交通量につきましては変化ございません。 

  費用便益比の変化といたしまして、今回、事業費が増える関係から、全体としては全て減少

傾向にあります。 

  また、残事業につきましても、相馬～福島の事業計画等の変化の欄に書いておりますが、今

年度末の予定としまして阿武隈東道路の開通がございます。そういった意味でここの区間の

み残事業Ｂ／Ｃが下がっております。全体、残事業ともにＢ／Ｃ１．０以上の値を確認して

おります。 

  対応方針（原案）としては、全て事業継続で提案したいと考えております。 

  今回、費用便益比の変化のところに「防災機能向上に有効性有り」と記載しております。こ

れは、東日本大震災を受け防災機能向上という面を新たに取り上げて新規事業化したという

点があり、ここに改めて記載しております。 

  そういった面から、先般起きた台風１０号の社会的影響についてこれから説明させていただ

いた後、１から４番に共通する事業費増額項目の労務費高騰及び復興係数適用について企画

部から説明、そして最後に、個別の要因がある相馬福島道路の設計見直し関係の事業費増の

説明をいただいて、ご審議いただく形をとりたいと考えております。 

  まず、台風１０号の影響として、三陸国道事務所長から説明いただきたいと思います。 

○三陸国道事務所長 三陸国道事務所の永井と申します。資料２、台風１０号災害による社会的
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影響について、私のほうからご説明いたします。 

  １ページをご覧ください。 

  ８月３０日の１８時頃に岩手県の大船渡市付近に台風１０号が上陸いたしました。台風が東

北地方太平洋側に上陸したのは、気象庁が１９５１年に統計開始して以来初めてということ

で、最大１時間降水量ですとか３時間降水量、それから２４時間降水量といったデータが岩

手県沿岸地域を中心に各地で過去最高を記録いたしました。 

  これによる岩手県内の道路関係の被災状況はといいますと、直轄国道５区間、補助国道１６

区間、県道４２区間で被災しまして、８月３０日から通行止めを余儀なくされました。特に

内陸部と沿岸部を結びます東西の横軸の国道２８１号、４５５号、１０６号などで、この写

真にありますような河川と並行しているところで道路崩壊などの甚大な被害が多数発生いた

しました。東西横断軸で唯一通行ができましたのが、図の一番下にあります東北横断自動車

道釜石秋田線、国道２８３号仙人峠道路でございます。盛岡市と宮古市間の交通などは復旧

までの間はこの仙人峠道路を経由といった広域迂回を強いられるようになりまして、災害時

の道路ネットワークの脆弱性というのを再認識させられた結果となりました。 

  ２ページ目をご覧ください。 

  これは当三陸国道事務所管内の交通量観測地点４カ所での８月３０日の台風前後の１週間ず

つの交通量の変化を見たものでございます。国道２８１号、４５５号、１０６号が通行止め

となりましたので、仙人峠道路ですとか国道４５号に広域迂回として交通が転換したものと

考えられます。仙人峠道路では、台風前が１日当たり約７，２００台でございましたが、台

風後の他の路線が通行止めとなっていた期間については１日当たり１万１，５００台と、１．

６倍、約４，３００台の交通量の増加となりました。 

  ３ページ目をご覧ください。 

  国道１０６号の通行止めに伴う社会的影響についてでございますが、やはり盛岡市と宮古市

を結ぶ重要な路線でございますので、この通行止めは市民生活、物流、水産業などの産業、

観光などに大きな影響を与えました。 

  例えば市民の足となっております１０６急行バスでございますけれども、国道１０６号が通

行止めとなっておりました９月１０日までの間、釜石市と遠野市回りの仙人峠道路経由とな

りまして、通常盛岡・宮古間は２時間１５分で通行できるところ、３時間５０分から最大で

は約５時間と２倍以上もの時間を要しました。また、便数も１日３４便１７往復だったもの

が１日当たり１０便５往復ということで約３割の臨時ダイヤ運行となるなど、不便を強いら
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れたということでございます。 

  ４ページをご覧ください。 

  左側が救急医療への影響の例でございますけれども、宮古市の茂市という、一定の集落のあ

る地区でございます。この茂市からの救急搬送は県立宮古病院というところへ通常約２５分

かけて行われますが、通行止めのため盛岡赤十字病院に搬送先を変更しまして、約６倍の所

要時間１４９分かけて搬送したという事例が複数件発生しております。まさに命に係る影響

でございます。 

  ページの右側は、盛岡中央卸売市場で取り扱っております水産物輸送にも影響を与えたとい

う事例でございます。宮古市の田老というところから盛岡へ４トン車で１日１０往復してい

るそうですが、通常２時間程度のところを釜石経由で最大６時間かかってしまったというこ

とで、これはトラックドライバーの労務管理上非常に厳しい状況であったと。それから、県

内へ安定して水産物を流通させる必要があるために、国道１０６号はなくてはならない道路

であると。こういったことを水産物卸売業者へのヒアリングにより聞いております。 

  資料としては以上でございますが、このほかにも運送業などの物流、ツアー客・宿泊のキャ

ンセルなど観光業などにも大きな影響がございました。 

  以上で説明を終わります。 

○技術管理課長 企画部技術管理課でございます。それでは、私のほうから、今回の工事費増加

の要因となりました労務費高騰と復興係数について説明いたします。 

  資料３、１ページ目の上段をお願いいたします。 

  まず、背景といたしまして、震災前後の建設業における需給状況を示す代表的な指標として

用いられております入札不調発生率、これは我々の直轄の一般土木を示しております。企業

の受注余力が高ければ不調率というものは低くなりますけれども、受注余力が低ければ不調

率は高くなるといった指標でございます。震災以前の平成２０年度から２２年度までは不調

発生率が６％前後で推移しておりましたが、技術者がいない、あるいは協力会社がつかまら

ないといった状況、特に鉄筋工、型枠工など技能労働者あるいは交通誘導員の確保が困難で

あるなどの理由から、平成２４年度以降不調発生率が激増してしまいまして、平成２５年度

では３２．８％となってしまいました。このために発注ロットを大型化して必要となる技術

者数を減らす方法あるいは技術者の施工経験の緩和などさまざまな施工確保対策に取り組ん

だ結果、平成２６年度以降の不調発生率は減少しており、平成２７年度は１４．３％まで下

がってきましたが、震災前よりも依然として高い水準、２倍程度の水準となっている状況で
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ございます。 

  次に、工事費増加の要因である公共工事設計労務費単価と復興係数による間接工事費の補正

について説明いたします。 

  最初に、設計労務単価でございます。 

  １ページ目の下段でございますけれども、公共工事設計労務費単価は行政機関などが発注い

たします工事の積算に使用するものでございまして、公共事業従事者の賃金実態を調査して、

本省で単価設定を行っているものでございます。この調査はその年の１０月時点で稼働して

いる工事の施工体制台帳に記載された全ての会社を対象としているものでございまして、従

事した建設労働者の賃金について、賃金台帳から支払い実態を調べ、決定するものでござい

ます。この調査結果によりまして、都道府県ごとに建設機械の運転手であるとかトンネル作

業員、大工とか左官とか、そういった５１職種の労務単価を決定しております。 

  右のグラフには、被災３県におけるその５１職種の単純平均単価の推移を示しておりますけ

れども、赤い棒グラフは平均単価の額そのものの推移をあらわしたものでございます。折れ

線グラフは平成２３年度を１としてそれぞれの年度の伸率をあらわしております。平成２８

年度の平均単価、これは２万４，０５３円で、平成２３年度が１万５，１００円に対して５

９．３％の上昇となっております。 

  ２ページ目の上段をお願いいたします。 

  復興係数でございます。復興係数による間接工事費の補正なんですけれども、復興係数とい

いますのは共通仮設費と現場管理費に係る係数でございます。共通仮設費と言われるのは、

この中に運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費、これらを束ねた共通仮設

費を１．５倍、それから現場管理費を１．２倍にするというものでございます。 

  この係数の目的といたしましては、被災地の実態として工事量が急激に増えたものですから、

例えばダンプトラックが不足している実態、それからダンプトラックによる渋滞が発生して

バックホーなどの待ち時間が増えるとか、それから各種資材・機材の調達が欲しい時期ある

いは使いたい時期に入ってこないといったような状況が続いておりまして、著しく作業効率

が低下、あるいは作業効率低下に伴って工期が延びるわけなんですけれども、それに付随し

て旅館、ホテル等への宿泊に要する営繕費関係の費用など間接工事費についても増大してい

る状況でございまして、積算基準と支出実態とが合わないということから、調査に基づいて

設定しているもので、平成２６年２月から適用しております。 

  次に、現場管理費なんですけれども、これは従業員の給料、あるいは現場事務所などの電
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気・ガス・水道の光熱費、それから現場労働者を募集する費用だとか通勤費などに係る費用

でございます。これらの間接費につきましても、毎年行う諸経費動向調査、これらの結果に

基づき、この係数を定めているものでございます。 

  また、平成２７年１２月に復興加速化会議、第６回目を行いましたけれども、この席上、石

井大臣より復興係数の適用の継続を表明しているところでございます。 

  それから、下段は、工事費構成に対する労務費と復興係数の考え方、これの概念図を示して

おります。 

  工事費に対する概ねの構成割合なんですけれども、青色で囲んだ直接工事費、これのＡとい

う部分が労務費でございまして、これが全体の約２割です。Ｂの機械経費と材料費が約４割、

緑色は間接費でございまして、Ｃの共通仮設費の計上分は大体全体の１割程度です。それか

ら、Ｂの現場管理費は工事価格の約２割、これが大体のパターンではないかと思って表現し

てございます。それから、紫色のＥ、一般管理費でございまして、これは工事価格の約１割

程度だというふうに考えております。 

  これらに対しまして、労務単価上昇による上乗せ分は、上のほうに赤色で囲っている①の部

分なんですけれども、各年の労務費上昇分を累計して積み上げたものなんですけれども、全

体工事費の大体２割程度に相当するということでございます。それから、復興係数による上

乗せ分なんですけれども、これは赤で囲っている②の部分になりますけれども、当初の現場

管理費の２割増しということで、全体工事費に換算しますと約６％から８％が増加するとい

うような試算のもとにつくっております。 

  ３ページ以降は、今説明しました裏づけとなる資料を参考添付したものでございます。 

  説明は以上です。 

○磐城国道事務所長 それでは、資料４－１につきまして、道路事業再評価、東北中央自動車道

相馬福島道路についてご説明をさせていただきます。 

  まず、１ページ目をご覧ください。 

  事業の目的と概要ですが、この東北中央自動車道（相馬～福島）は、東日本大震災からの復

興に向けたリーディングプロジェクトとして位置づけられている復興支援道路でございます。

延長約４５キロ、設計速度８０キロで、平成１６年度から順次事業化されておりまして、今

年度、第１号となります阿武隈東道路の開通を予定しているところです。 

  この後は区間ごとの詳細の説明ですので、省略させていただきます。 

  １２ページをご覧ください。 
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  ３番の前回評価時からの周辺環境等の変化というところですけれども、前回評価の平成２７

年１２月以降、平成２８年６月に常磐自動車道のいわき中央インターから広野インターと山

元インターから岩沼インターの４車線化が事業化されております。 

  次のページ以降は事業の必要性についてです。現在は現道がいろいろと通行止め等になって

おりますが、この通行止めのリスク解消や物流の効率化の観点、医療施設への搬送について

も速達性、安定搬送の向上が期待できるという効果、観光の広域化によって地域活性化が期

待できるという効果が期待されております。 

  １７ページ以降が事業計画の変更内容ということでメインのご説明になります。 

  まず、先ほどご説明がありましたように、この相馬～福島のジャンクション間の全体事業費

につきましては１，６４６億円から１，９８０億円の２０％増、増額３３４億円となってお

ります。このうち、先ほど資料３のほうで説明のありました積算関係で２８５億円、設計見

直し関係で４９億円を増額しております。 

  次のページ、設計見直し関係の具体的な箇所についてご説明いたします。箇所につきまして

は、今回、相馬から相馬西の常磐道に接続する一番東側の６．０キロの区間になります。 

  次のページをご覧ください。 

  まず、１つ目ですけれども、この区間内に塩手山トンネルというところがございますが、破

砕帯の状況が予想以上にひどかったということで、この真ん中の図にありますように、実際

に掘削してみたところ、当初地質調査等で予測していた岩質性状と比べて土砂状の風化や粘

土層、湧水等が確認されて、ＤⅢの支保工では安定性を確保できないことからＥへ変更した

うえで補助工法の追加が必要となりました。これによりまして、全体で１５．６億円増額と

なっております。 

  次のページをご覧ください。２０ページ目です。 

  こちらも同じく塩手山トンネルなんですが、こちらにつきましても、真ん中の赤枠の部分で

すね、当初中硬岩と予想されていたものが実際掘ってみたら軟岩だったということで、この

支保構造をＣⅡからＤⅠに変更しております。また、掘削時に天端からの崩落及び掘削面の

緩みが確認されておりますので、この区間につきましては補助工法を追加しているというこ

とで、全体で１６．５億円増加となっております。 

  次のページをご覧ください。２１ページ目です。 

  こちらは、円渕トンネル、１キロ未満のトンネルなんですけれども、こちらにつきましても

真ん中の図の赤枠をご覧ください。当初硬岩と予測していたところですけれども、こちらに
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ついて支保構造ＢからＣⅠまたはＣⅡに変更しております。 

  また、右側の①のほうにありますとおり、坑口部においても不良土層を確認しておりまして、

こちらも盛土として活用するために土質改良による対策が必要になったということで、この

①番、②番の変更を合わせまして合計５．６億円の増額となっております。 

  次のページをご覧ください。 

  この④につきましては、土砂の運搬距離の変更となります。この左下の図の相馬市の原釜地

区という福島県の防災緑地事業がありまして、当初は運搬距離９．９ｋｍのこちらのほうに

運ぶことになっていたんですけれども、用地買収等で受け入れが間に合わないという事態が

ありまして、右側の変更計画というところの新地町の土砂仮置き場と相馬市の磯部地区の土

砂仮置き場のほうに搬出先を変更いたしました。この搬送費の増加でプラス６．５億円の増

額となっております。 

  次のページをご覧ください。 

  ⑤番です。法面崩落に伴う法面対策の増ということで、こちらは、右下の平面図を見ていた

だきたいと思うんですけれども、インターの部分、実際に切土の工事を施工中に法面が崩落

しまして、この土質調査をしましたら湧水による斜面不安定化が原因と判断しました。扇状

地性堆積物という層だったんですけれども、この層が広がるところ、この赤丸全体のエリア

になったんですが、このエリアにつきまして鉄筋挿入工と吹付法枠工に変更しておりまして、

この増額分が４．８億円となっております。 

  次のページからはコスト縮減なんですけれども、新技術のスリップフォーム側溝や、その次

のページ、コンパクト支承の導入によりまして、１，４００万円の減額、コスト縮減となっ

ております。 

  簡単ではございますが、相馬～福島についてご説明を終わります。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、復興道路・復興支援道路に関して、現在までの説明いただいたところについて審

議をしたいと思います。ご質問あるいはご意見をお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

○浜岡委員 浜岡です。まず、重点審議のほうではなくて、資料３で説明されました復興係数の

適用についてというところに質問です。 

  ２ページ、右下に２と書いたページの下段で、工事費構成に対する労務費、復興係数の考え

方が示されています。非常にわかりやすい図で、まとまっていると思われました。左側のほ

うで、①労務単価の上昇が約２０％、②復興係数の適用ということで工事費の６～８％増と
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いうことになっているんですが、この右側にあります棒グラフで電卓をたたいて計算をした

ということなんですけれども、まず、①で工事費が２０％程度増加ということは、Ａで示さ

れた労務費が幾らか増加していると。それが工事費の２０％になるということで、Ａの労務

費は工事単価の２割で、それで全体の２０％増加ということは、これはここの労務費が倍に

なったということでいいかどうかということの確認が１つ目です。私の考えが違っているか

もしれませんので、そこは訂正ください。 

  ２つ目が復興係数の適用というところで、Ｃについては共通仮設費ということで１．５倍に

なったと。Ｄについては１．２倍になったということです。Ｃは全体の１割で、それが１．

５倍になったということです。そうすると、これは全体の５％ぐらいの増加です。あと、Ｄ

の現場管理費は、工事価格の２割のものが１．２倍に増えたということになります。掛け算

すると４％。足すと９％ぐらいになるんですね。この数字も６～８の間に入らないので、数

字が少し違っているのか、私の考え方が違っているのか、そのあたり、もう一度説明をお願

いします。 

○技術管理課長 直接工事費しか増えないような表現になっているんですけれども、労務費その

ものも間接費の増加の対象になるので、ここに間接費の率が係ります。矢印がちょっと足り

なかったんですね。申し訳ございません。Ａの労務費からだけのアップの矢印になっていま

すけれども、Ｃの矢印、Ｄからも行くような、この部分が省略されているというようなこと

で、大体１．５倍ぐらいになるんです。この共通仮設費と現場管理費という部分も、労務費

の上昇によってこの分も増加しますということの矢印が抜けているものですから、わかりづ

らいのかなと思います。 

○浜岡委員 それは今わかりましたが、それで、それぞれが何％増えているわけですか。単純に

掛け算で最終的に工事費の約２０％増えた部分の内訳を数字で示されると納得するんですけ

れども、自分で考えた計算式と合っていないので質問をしたんですが。 

○技術管理課長 今、労務費の割合が全体の２割でございます。それに大体６０％上昇しますと

いうことで１２％になるんですけれども、さらに、それに間接費が１．５倍から１．６倍に

なるので、大体１８から２０％になるというような計算になります。 

○浜岡委員 まず、Ａについては全体価格２割を占める労務費が６０％増加するということで１

２％だと。ＣとＤ合わせると合計３０％、工事価格の３０％になるんですが、それも６割増

加すると。そうすると０．３掛ける０．６で１８％。そうすると３０％増加になりますよ。

すみません、後でまた教えてください。 
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○奥村委員長 多分もともとのそれぞれの費目のおよそ全体工事費の幾らというところ自体が、

場所によって当然工種が違うと違うでしょうから、あまりそこの数字きっかりになるわけで

はないし、実際、資料１の一覧表を見ると、ほかのところは１３％とか１０％でおさまって

いますから、どちらかというと最大の見込みでこのぐらいまでは起こり得るというぐらいの

意味だと考えたほうがいいですね、多分ね。もし後で追加で説明できればお願いします。 

  そのほかどうですか。 

○小笠原委員 同じく資料３の１ページ目なんですけれども、右の一番上のグラフで入札不調発

生率はあるんですけれども、平成２５年以降の発注の件数自体は増加しているんでしょうか。

どういう状況なんでしょうか。 

○技術管理課長 被災３県の一般土木だけの数字なんですけれども、平成２４年が３３３件、平

成２５年が３５９件、２６年が２６４件、２７年が２２０件ということでございます。 

○小笠原委員 そうすると、発生率の低下というのが必ずしもそういった補正係数というか、そ

ういったものだけとは限らないんですか。件数が減っているので、パーセント自体も減って

いるというような。 

○技術管理課長 要するにその件数に対する不調件数をあらわしていますから、あくまでも率の

比較でいいんだと思うんです。 

○奥村委員長 とはいえ、要するに、全体の件数がたくさん出ているときは対応できないので落

とせないという状況に対して、入札にかけた件数自体が減ると状況はマイルドになるので、

当然のことながら落ちる可能性は高くなる…… 

○技術管理課長 今申し上げたのはあくまでも直轄での数字をあらわしています。これに県が発

注する工事や自治体が発注する工事を含めて、トータルでその状況というものを判断しなけ

ればいけないのだと思います。建設業というのは一つなものですから、直轄だけに来ている

わけではないので、そういった状況もあわせ考えて、その不調率というのは出てくるんだと

思います。 

○奥村委員長 では、そのほか、どうですか。 

○黒沢委員 ２点ありまして、１つは今のお話の続きみたいなものなんですが、今回の入札不調

というのは、やはり土木事業の急増に地元が耐えられなかったというところが大きいと思い

ます。それで、特区事業があるということは地域の経済にいい効果を与えるんですが、その

かわり、２７年度のような急減というのは大きなダメージになります。やはり地元にとって

は、安定した土木事業があるにこしたことはないと思いますので、このグラフから言えるこ
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とは、急がない事業というのはなるべく後のほうに回していただいて、急に上がって急に下

がるのではなくて、マイルドに上がって、マイルドに落ちるというのは変ですけれども、な

るべく長く公共事業をやっていただく。そういったことがまた事業費の高騰なんかも防ぐこ

とができると。それをやると予算獲得競争に負けてしまうというのはあると思うんですが、

そういったことに心がけていただければと思います。 

  もう１点は、ちょっと個別のほうに移らせていただくんですが、相馬福島自動車道の２２ペ

ージで、事業計画の変更で土砂運搬が変更になりました。それで、山上から原釜地区に運べ

なかったために新地と磯部に仮置き場をつくった、それによる増額があるんですけれども、

ここはあくまで仮置き場ということでよろしいのでしょうか。そこからさらに原釜に運ぶ、

そのためにまた事業費が発生するということはないのでしょうか。お願いします。 

○磐城国道事務所長 これは変更計画の図の右下に小さく書いてあるんですけれども、福島県の

海岸防波堤復旧事業と県道復旧事業に使われる土砂になりますので、また原釜に戻るという

ことはありません。 

○黒沢委員 ということは、国土交通省からはもう離れるということでいいんですね。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。河野先生。 

○河野委員 事業費増加に関してなんですけれども、今回は一つの大きな原因として復興期の単

価の増加ということで、これは予測するのも大変だったかなということで致し方ないかなと

私は思うんですが、毎回こういう理由で上がりましたよとかいう形で言いっ放しにするので

はなくて、過去の履歴をきちんと積み上げて今回予測値はどうだったのかという評価をしな

がら進める必要があるかなと。事業種別に予測値と実績値の比率を整理して、今回は過去の

履歴から見るとどこの値に位置したというようなことを整理して、場合によっては、今回の

ように、ボーリング調査の方法が甘くて過小に見積もっていたということが結構あるんです

けれども、またかというふうな感じなので、そのボーリング調査の方法についてもどこかの

タイミングで、データを見ながら提言をするという機会をこういうところでやらないといけ

ないんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○道路計画第一課長 事業費の増加についてご意見いただきましたが、工種ごとの蓄積について

はそのとおりだと考えてございまして、基本的には事業費が増額した原因をきちんと分析し

て、工種ごとにどれぐらいの事業費の影響というのは、これから蓄積をしていきたいと考え

ております。 
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  また、地質調査につきましては、これまでも多数やはりボーリングでわからなかったという

話をいただいております。いろいろ事業団体がございます。事業化前の段階であれば文献調

査とかによらざるを得なくて、それで予備調査の段階でボーリングを各代表的なところにや

っていると。それでも詳細に入っていくとわからない部分がございます。ただ、やはり先ほ

どのようなご指摘をいただいていることを踏まえまして、事業化前に民地とかに勝手にボー

リング入っていくことはできませんのでそちらは事業化後になるんですが、例えば公共用地、

市の用地とかですね、そういったところでできるだけ事業化前にボーリングして、初めにわ

かる部分についてはきちんと地質調査の結果をとって、軟弱地盤の傾向があればあらかじめ

事業費にその軟弱地盤対策費をオンする形で盛り込むということも、これから検討してやっ

ていきたいと考えております。以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございます。そのほか、ありますか。 

○遠藤委員 私もトンネルの地質の精度をあらかじめよくしておいて、事業費を変更しないよう

に頑張ってもらいたいという気持ちはあります。ただ、全体的な予算から見ると、変更は割

と少ないのではないかなと思います。 

  この復興に対して２割ぐらい予算が増えたというのは、政策的な背景があるのではないかと

思います。というのは、絶頂期の予算１４兆円に比べれば、もう今は７兆円ぐらいになりま

したけれども、建設関係に回る予算も相当少なくなって、建設会社が倒産しましたよね。災

害が起これば当然人が不足しますから、今のように限られた時間にやろうとすればやはり人

手不足になるというのはやむを得ない部分であると思っています。 

  ただ、トンネルは結構大きなトンネルなので、黒沢先生がおっしゃったように、地元業者に

お金が流れているかどうかはまた別の話だと。国全体で考えた場合、災害がある程度起こる

のであれば、それに対して必要な建設要員をいつでもある程度確保出来るようにしておくと

いうことも考えていかなくてはいけないことなのかもしれないなと思います。 

  ですから、ここで起こった事態は、東北地方の被害規模の大きさを考えますと、やむを得な

い部分もあったかなと思っております。以上です。 

○奥村委員長 北林先生。 

○北林委員 今の遠藤委員と河野委員のお話とつながるのですが、人件費の高騰が予測できなか

ったわけですよね。高騰の原因にはいろいろあって、その結果による人手不足でしょうが、

そこで終わらずに、現状なりに労働者の年齢構成や外国人の割合など、労働力の内容を調査

項目に含めることによって、例えば５年後、１０年後に労働力がどうなっていくかというこ
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とは予測できると思います。数だけではなく、こうした労働力の質の分析、予測が今後予算

を立てるときに、とても大事だと思います。 

  秋田県では、ゼネコンの下請ではもう暮らしていけないということで廃業する会社が出てお

り、社長さんがまだ５０代なのに廃業する会社もあります。地域では建設業では食べていけ

ない。でも、全国的には人手不足だと。結局賃金を上げざるを得ないということになるけれ

ど、上げてやっとほかの職業並みの人件費になるといいますから、需要と供給の問題で多少

の上がり下がりはあるかもしれないけれども、人権から考えると下げることは考えにくいと

思います。 

  今後オリンピックの需要が短期間に集中するという要因もあって、労働賃金の考え方がもっ

と複雑になってくるのではないかと思います。お金の問題は東北地方整備局だけの問題では

なく全国皆同じなので、全国の工事量が今までどおりはできなくなりますよね。その場合、

工事途中で諦めるのか、それともゆっくり少しずつ継続するのかといった選択を迫られるで

しょうから、繰り返しになりますが、今後は今までしていなかった調査や分析、予測を深く

やっていただく必要があると思います。 

○奥村委員長 ありがとうございます。一通りご意見をいただきましたけれども、おそらく最後

の点については、当然国土交通省の中に建設経済専門の部門の方もおられるので、しっかり

議論していただくのは重要だと思うんですけれども、今回の委員会のミッションということ

でいうと、この場所のこの事業の継続かどうかということになります。今お話をお伺いした

ところ、勿論いろいろ不安要素はあるんですけれども、基本的にこの事業の継続についてす

ぐ直結するようなご指摘というのはなかったように思いますので、原案どおり継続という対

応方針案を認めるということにし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。 

  では、通常事業の審議のほうに移りますので、事業担当部から今回の審議案件の説明をお願

いいたします。 

○道路計画第一課長 それでは、再び資料１を一度ご覧いただきたいと思います。 

  通常事業といたしまして５から９番の５事業についてご審議いただきたいと考えております。

５番の常磐バイパスから９番の湯野上バイパスまででございます。 

  全体事業費に変化がありますのは、５番の常磐バイパスで約１％の増加となっております。

計画交通量の変化につきましては、概ね各事業、変化ございませんが、ネットワークの変更

によって多少増えているところがございます。費用便益比につきましては１を超えることを
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確認しております。そして、全体５事業とも事業継続ということで提案したいと考えており

ます。 

  続いて、個別説明といたしまして、事業費増がございます常磐バイパスについて説明いただ

きます。 

○磐城国道事務所長 それでは、資料５について、一般国道６号常磐バイパスについてご説明い

たします。 

  まず、１ページ目をお開きください。 

  本事業は、国道６号、福島県いわき市のバイパスとなっておりまして、延長２７．７キロ、

事業化されたのは昭和４１年でございます。 

  事業目的としては、４車線化による円滑な交通の確保、重要港湾「小名浜港」へのアクセス

性向上、常磐道アクセス、交通混雑の緩和による観光の活性化ということで、実際、暫定２

車線で供用したのが平成１２年でございますが、徐々に効果を発揮しているということでご

ざいます。 

  現在の事業進捗率は９６％で、この右の位置図の１工区という一番南の区間と、６工区と言

っている一番北側の区間、この区間を平成２９年度４車化完成ということで、来年度で事業

完を予定しております。 

  ３ページ目をお開きください。 

  こちら、３点目、前回評価時からの周辺環境等の変化ということですけれども、これは図の

右側が北になります。この図の右側、茨城県と福島県をまたぐ６号線のバイパスとなります、

勿来バイパスが昨年度新規に事業化されております。前回の本事業の再評価は平成２６年１

０月３１日となっております。 

  ４ページ目、５ページ目、事業の必要性については、先ほど述べたとおりでございますので、

省かせていただきます。 

  ７ページ目をお開きください。 

  常磐バイパスの全体事業費１，０４０億円が１，０５０億円の１％増、１０億円増となりま

す。この具体的な中身については、次のページ以降ご説明いたします。 

  ８ページ目をご覧ください。 

  まず、この区間としましては、一番下の平面図をご覧いただきたいんですけれども、１工区

の勿来バイパスと常磐バイパスの接続部になります。常磐バイパスにつきましては、昭和４

２年に旧国鉄と協議しまして、鉄道の軌条面から６．３プラス桁厚で計画していたんですが、
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今回、勿来バイパスの計画が来たということでＪＲ東日本との協議を都市計画の段階から進

めておりまして、平成２８年６月２２日に協議の結果が出たということと、維持管理に必要

な桁下の空間確保のためにプラス１メートルが必要だということで、全部で６．３メートル

から８メートルの１．７メートル、盛土の高さを上げなければならないという変更が生じま

した。 

  また、２つ目ですけれども、右側の中段の図にございます当初のランプ形式というのが、交

差点が２カ所となる計画でしたが、警察協議によりまして交差点間距離の関係から交差点を

１つに集約するように要望がございました。この交差点の集約により、本線横断のボックス

カルバートが増工となります。 

  これら合わせて、盛土土工や構造物の増加、舗装、用地の不足分の購入、交差点は２カ所か

ら１カ所に減るということで、全部で４．８億円増額となっております。 

  次のページをご覧ください。 

  同じ箇所です。現道の６号に近いところなんですけれども、この盛土が高くなったことによ

りまして、再度地質調査を行った結果、緩い砂地盤に液状化層が確認されまして、安定解析

をした結果、液状化対策として地盤改良が必要ということで、この地盤改良のお金を４．４

億円計上しております。 

  次のページをご覧ください。 

  ３つ目です。施工時の交通確保による増ということですけれども、現在２車線で供用してい

る交通を流しながら施工していかなければなりませんので、ランプ施工時はステップごとの

交通切り回しが必要になります。その際に車線幅が不足しますので仮舗装が必要となってく

るということで、この分が０．６億円増加となっております。 

  次のページをご覧ください。 

  こちら１１ページのほうは６工区の部分になるんですけれども、この真ん中右側の横断図を

ご覧ください。こちらは当初、４メートルの鉄筋挿入工としておりましたが、切土の施工中

に想定した砂質の泥岩より脆弱な土質が確認されたということで、再度法面対策の検討を行

いまして、鉄筋挿入工を４メートルから６．５メートルに増加、更に吹付の法枠工による対

策が必要となったということで、この増額を０．９億円計上しております。 

  １２ページにつきましては、新技術のアルミ合金鋳物製ジョイントを３箇所に導入しまして、

こちらで０．７億円のコスト縮減をしております。 

  私からは以上で説明を終わります。 



-17- 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、一覧表で説明があった事業も含めて通常道路事業５件について一括で審議したい

と思いますけれども、ご意見、ご質問ありますでしょうか。はい、お願いします。 

○浜岡委員 今ご説明いただきました常磐バイパスにつきましては、今のご説明を聞きまして納

得したというか、そのとおりだなということを感じております。 

  関連してといいますか、今回５番で示された常磐バイパスは、平成２６年に再評価をして、

通常ならば３年後の２９年度に再評価ということになるかと思うんですが、その前に金額の

増も含め、さまざまな変更があるということでこの事業評価委員会に早い段階でご提示いた

だきました。開通も近いからというのもあるかもしれませんが、そういう意味ですばらしく

いいことだと思いました。 

  先ほどの重点事業で最後に質問するタイミングを逃してしまって言えなかったのですが、１

番の重点につきましても、昨年度再評価されたんですが、さまざまな変更があって、１年経

った今年またここで審議するというのも、いい取り組みではないかと思います。３年もしく

は５年待って行うというよりは、大きな金額の増があるならば、その場で、できるだけ早い

タイミングで審議をするのは非常にいいことではないかと思います。 

  そういうことを思った中で、通常の事業の中で８番と９番についての質問です。平成２３年

に事業を開始して、５年後の２８年に新規評価をするということですが、先ほどの資料３で

工事費、労務費が非常に高くなっていますという説明があった中、単価の低かった平成２３

年当時のままの全体事業費でいいのでしょうか。さまざまな金額が上がってきていますので、

無理そうであれば早い段階で説明いただいて、少し金額を増やした上でしっかりと事業をし

ていただくというのがよろしいのではないかと思うんですが、そのあたりの考えを教えてく

ださい。 

○道路計画第一課長 参考資料２をちょっとご覧いただきたいと思います。 

  参考資料２の一番最後、左下に７と書いてあるページが湯野上バイパスの事業概要となって

おります。そちらの事業費・進捗率をご覧ください。全体事業費２４０億円のうち執行済み

が２０億円でございまして、まだ全体事業費が不足するかといったところも全然見通しが立

たない段階の執行率でございます。通常事業のペースと復興事業のペースは全然スピード感

が違う部分がございまして、残り２２０億円が果たして不足するのかどうかというのは、ま

だこの段階では何とも言えないのかなと考えております。そういった意味で、これらの事業

につきましては今回労務費高騰を計上しておりません。以上でございます。 



-18- 

○浜岡委員 確かに、この資料７ページを見ますと、現在２４０億円の全体事業費の中で２０億

円執行したということですから、これから長い事業をしていく中でコスト縮減ができるなど

して、残りの２２０億円で完成できるということもあるかと思います。ただ、今までのこの

事業評価委員会で説明されたのを見ていますと結構事業増が多いので、１つの事業で複数回

事業増の審議をするというのもあまり望ましいことではないのかもしれません。あるときま

とめて一括でというほうがいいのかもしれませんが、事業を進める上での透明性というんで

しょうか、第三者が見たときにしっかりとやっているぞというのを示すには、そういうとこ

ろも含めて示したほうがいいのではないかと思いました。これからまたご検討いただければ

と思います。 

○奥村委員長 そのほか、どうですか。 

○遠藤委員 常磐バイパスの８ページなんですけれども、これは事業化が昭和４１年で、（旧）

日本国有鉄道との協議は昭和４２年、東日本旅客鉄道との協議は平成２８年と、大分時間が

たっていますね。その間に鉄道軌条面から６．３プラス桁厚というのが７メートルプラス１

プラス桁厚となって、合計で１．７メーター上げなくてはならないと。この間、例えば基準

が変わった場合は、片方は片方に早く言うべきだったのではないでしょうか。盛土を１．７

も上げると必要な用地も増えますし、大変なことになるというふうに私は思うんですけれど

も、平成２８年に協議を行うまであちらからは、あるいはこちらからは、協議をもう１回し

ましょうかとか、あるいは変わりませんかとかいうふうな話は何もなかったのでしょうか。 

○磐城国道事務所長 この昭和４２年の時点では、勿来バイパスの計画自体はあったんですけれ

ども、なかなか事業化されないままずっと時間がたっておりました。今回勿来バイパスが来

るということで、都市計画決定をする段階からＪＲとは具体的に高さの調整をしておりまし

たが、その正式な返事が２８年６月に来たということです。 

○奥村委員長 しかしながら、鉄道が急に高さが必要になるというのは、彼らが設計基準などを

変えたということの裏づけがないと不自然ではないですか。ここだけではなく、国全体とし

てほかのところでも事業をしているわけですから、ここの場所だけで急に１．７メートル上

がるのはおかしいですよね。ですから、これより前の段階で行ったほかの国道の事業で、上

を越えるような箇所があって、その協議の中でですとか、例えば電化の方式が交流になって

そこのところの作業の安全基準が変わったから増えましたというような事例が当然ほかのと

ころでもあって、それが反映されているならわかるんですけれども、ここに来て急に１．７

メートル上げろというのはおかしいんじゃないかというご意見だと思うんですね。 
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  もう終わったことですしそういう取り決めなのであれば仕方がありませんが、昭和の時代か

ら比べると、地下鉄などが一般化して、むしろ低く通れるような車両のほうを増やしている

のに、どうして急に高さが増えるのか正直不思議な感じがしますし、もう少し早くわかった

ことではないかと。ここに限らず、もうちょっと一般的な基準によって起こっている問題の

ような気がしますね。 

  そのほか、どうでしょう。河野先生、どうぞ。 

○河野委員 費用便益分析マニュアルの話になるかもしれませんが、今回たまたま全体の費用便

益比を見ると道路にしては珍しく１．１とかいうのも並んでいるのでちょっとお話しさせて

ください。Ｂ／Ｃが１．１というので、これが効率的なプロジェクトになっているからいい

というふうに判断するのは実は間違いであると思います。というのは、１．１というのが何

を意味するかというと、１億円の税金を持ってきて１．１億円のベネフィットを生んでいる

ということです。その際に１０％の便益は生んでいるわけですけれども、税収を得る人とベ

ネフィットを得る人は違いますので、言ってみれば所得分配がメインのプロジェクトになっ

てしまっているんですね。１０％だけのベネフィットを生むのに、こういった所得分配が許

されるかどうかということも本来は検討しなくてはいけないことです。 

  また、もう１個、こちらのほうがもっと大きいんですけれども、税収を得るには、実は課税

の階級というのが必ずかかりまして、例えば所得税の場合には大体平均的には１．１ぐらい

かかると言われています。なので、１億円の税収を得るのに１．１億円のコストを世の中に

かけているんですね。ということは、Ｂ／Ｃ１．１というのは世の中に対して効率的でも何

でもないんですよ。ただ単に所得分配をやっているだけになります。なので、費用便益分析

マニュアルのＢ／Ｃが１以上ならいいというのは見直さないといけないと私は思っています

ので、ぜひとも皆さんのほうで検討していただければなと思います。以上です。 

○奥村委員長 個別のものというよりは全般的な話だと。 

○河野委員 もう１個だけ。Ｂ／Ｃなんですけれども、ヨーロッパでは１．３とか、こういうこ

とを考慮して最初から使っている国もちゃんとありますので、ぜひともそういうところを参

照しながら改定していただければなと思います。 

○奥村委員長 ありがとうございます。そのほか、どうですかね。よろしいですか。 

  それでは、事業全般に関係する、これからの制度的な事柄についてのお話もあったんですけ

れども、基本的に事業の必要性と継続に関わるようなお話にはなっていないと思いますので、

原案どおり継続ということの対応方針で認めたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
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（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは、審議の結果の取りまとめを行っていただきますので、ここから５分程度休憩とい

うことにさせていただきます。 

 

【休  憩】 

 

○奥村委員長 では、事務局から確認をお願いします。 

○司会 では、ただいま配付いたし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３回委員会を平成２８年１１月１日

（火）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 

    ●東北中央自動車道（相馬～福島） 

    ●三陸沿岸道路（釜石～宮古） 

    ●東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～花巻） 

    ●宮古盛岡横断道路（宮古～盛岡） 

    ●一般国道６号 常磐バイパス 

    ●一般国道４６号 盛岡西バイパス 

    ●一般国道４号 鏡石拡幅 

    ●一般国道１３号 福島西道路（Ⅱ期） 

    ●一般国道１２１号 湯野上バイパス 

   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 議事概要の原案というのはこういうことなんですけれども、よろしいでしょうか。

あるいはさらに何か附帯で意見をつけるようなことがあるかどうかというところになるんで

すが、よろしいでしょうか。 

  では、特に反対のご意見がないようですので、議事概要については以上でお認めするという
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ことで、ありがとうございました。 

  それでは、事務局に進行をお返しします。 

 

４．閉 会 

○司会 委員の皆様には長時間のご審議、大変ありがとうございました。 

  ここで、川瀧局長のほうから一言お話がありますので、時間を頂戴したいと思います。 

○局長 どうもありがとうございました。審議結果はこういう形になっていますけれども、先ほ

どから大変貴重なご意見をたくさんいただいたと思っております。 

  今回、非常に事業費がアップしました。委員の皆さんからは、こういう大災害の後の復興事

業という特殊な状況の中で労務単価あるいは資材単価がアップして事業費が増えるというの

は一つの知見であり、それをデータベースにして生かすべきではないかという意見もあった

と思いますので、今後どれだけ復興係数なるもので事業費がアップするかというのをしっか

りと受け止めて、今後全国的に示していけるような経験にしたいと思います。 

  また、土の問題につきましてはいつも事業費が増えると、これもまた前回からのご指摘があ

りました。なぜ、どれくらい増えるかというのは、これも同じようにデータベースにして、

やはり最初の事業費を積むときにもっと考慮すべきだということだと思います。そのように

ぜひしたいと思います。 

  今日は説明がありませんでしたが、感度分析という形で、交通量が１０％増えたり減ったり

する場合、あるいは事業費が１０％増えたり減ったりする場合という分析は今回もしていま

すし、新規の事業化のときにもしています。ただ、事業費のみでいくとそれが反映されてい

ませんので、例えば今までの知見をいただいて、土の関係の単価を最初から少し余裕を持っ

て見るとか、そういうやり方もあるかもしれませんので、これはちょっとまた本省などとも

相談をしながら検討していきたいと思います。 

  本日は大変どうもありがとうございました。 

○司会 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３回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いたします。 

  本日は大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 


