
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８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１１月２９日（火曜日） 

    ９：３０～１１：４２ 

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。 

  定刻の時間になりましたので、ただいまから平成２８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。 

  委員の皆様には、大変お忙しい中ご出席を賜り、まこと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。では、

これから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いたします。本日の委員会は、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します。 

  お手元に本日の資料一覧がございます。資料の過不足等、委員会を進めている間でもお気づ

きになれば事務方のほうにお知らせいただければ、不足の資料を届けさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  本日は、伊藤委員、小笠原委員、小野委員、竹内委員が所用のため欠席となっております。

１１名中７名の委員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。よろしくお

願いします。 

○局長 おはようございます。朝早くから、また寒い中、ご参集賜りまして大変どうもありがと

うございます。 

  ちょうど１週間前に福島県沖で地震がございまして、皆さんご存じのとおり、福島県内と宮

城県内、津波警報が発令されました。我々も、午前中ぐらいだけだったんですけれども、久

方ぶりにこの隣の災害対策室に詰めまして、いろんな対策をさせてもらいました。幸い、被

害も余りありませんでしたが、場所によっては２メートルを超えるような津波があったり、

今日ご審議いただく三陸道の地区についても、気仙沼で５０センチぐらいの津波があったり

と、やはり地震のパワーというのはすごいものだなと改めて思った次第であります。また、

あわせて今、復旧復興、我々一生懸命やっておりますけれども、なるべく早く完成をさせな

くてはいけないということを改めて感じた次第でございます。 

  今日は 初に道路の案件がございます。本来であれば前回、三陸沿岸道路の事業費増関連の
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ご審議をいただいた際に一緒にやれればよかったのかもしれませんけれども、ちょっと審議

時間をとっていただく必要があることと、事務局のマンパワーの関係もございまして、大変

申しわけないんですけれども、また今日その続きという形で三陸道の登米～釜石の審議がご

ざいます。それ以外に通常道路と海岸、いずれも宮城県内の事業が審議事項に上がっており

ます。さらに報告事項もございますけれども、ひとつ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します。これ以降の写真、テレビカメラ等の撮影はご遠慮いただきた

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いたします。 

 

３．審 議 

○奥村委員長 では、これより審議に入りますが、時間も限られておりますので、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。 

  それでは、まず道路事業の再評価３件の審議を行いますが、道路事業については本委員会に

先立ちまして事業選定ワーキングの会議を行いまして、選定をいただいております。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 おはようございます。遠藤でございます。 

  それでは、私からご報告をさせていただきます。道路ワーキンググループの会議を１０月２

１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３件について、事業計画等の変化の有無、事業費

の増額の有無、増額内容の要因、また全体事業Ｂ／Ｃや残事業Ｂ／Ｃの変化状況等を踏まえ

まして、労務費高騰等及び設計見直しにより事業費が増額しております三陸沿岸自動車道

（登米～釜石）を重点審議事業、その他２件を要点審議事業に選定いたしました。 

  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重点審議事業１件について説明をお願いし

ます。 

○道路計画第一課長 それでは、道路部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。今回の道路事業３件を表にしたものでございます。復興事業

が番号１の１件、通常事業が２と３の２件になっております。今回の重点審議事業につきま
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しては、復興の三陸沿岸道路（登米～釜石）の事業に当たります。２、３につきましては、

また改めて表で説明させていただきますので、１番の復興事業について説明させていただき

ます。 

  今回、事業計画につきましては変更ございません。約１１０キロの区間でございます。全体

事業費が約２割増加してございます。変化要因といたしましては、前回の委員会でもご審議

いただいた労務費高騰及び復興係数の適用によるものが約６００億の増加となっております。

その他個別区間の要因として２３０億円増加で、計約８００億円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、おおむね前回と変わらない、やや増といったところでご

ざいます。変化要因といたしましては、常磐道４車線化が決定することによりまして交通量

の条件に変動がございます。その要因で微増しております。 

  費用便益比の変化といたしましては、全体Ｂ／Ｃにつきましては１．４から１．２、これは

事業費が増えたことによる減でございます。残事業Ｂ／Ｃにつきましては１．９から２．１

に微増しております。 

  全体・残事業のＢ／Ｃも確認しながら、事務局としては対応方針（原案）として事業継続を

お願いしたいと考えております。 

  労務費高騰及び復興係数適用ですが、前回も説明させていただきましたが、その際にいろい

ろご指摘いただいた部分もありますので、そこの修正部分をまず企画部から説明させていた

だいた後、道路部の個別事業費増の部分について説明させていただきたいと考えております。

よろしくお願いします。 

○技術管理課長 技術管理課でございます。 

  次の資料２をお願いいたします。資料２は、工事費増加の要因となりました労務費と復興係

数につきまして前回説明した資料でございます。 

  次の２ページ目の下段をお願いいたします。ここは、工事費構成に対します労務費と復興係

数の考え方につきまして、一般的な概念図として示しておりますが、前回、浜岡委員より数

字が合わないというようなご指摘がありまして、資料を修正いたしました。改めてこの部分

につきましてご説明させていただきたいと思います。 

  工事価格に対しますおおむねの構成割合は、柱状の図で示しました青線で囲んだ直接工事費

のＡが労務費で、これが約２割、Ｂが機械経費と材料費で約４割となりまして、直接工事費

の割合は６割となります。緑色は間接工事費でございまして、Ｃの共通仮設費部分が約１割、

Ｄの現場管理費部分が約２割です。それから、紫色のＥが一般管理費等でございまして、約
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１割という構成になっているのが一般的なおおよそのパターンでございます。 

  労務単価上昇によります増加分につきましては、赤で囲っている①の部分ですけれども、直

接工事費の上昇分は労務費構成比の２割に上昇率の０．６を掛けて１２％の上昇となります。

それから、緑色の間接費も労務費が直接工事費に占める割合分だけ、これだけ増加しますの

で、Ｃの共通仮設費の１割とＤの現場管理費２割、この合計３割に対して直接工事費割合６

割分の２割と、上昇率の０．６を掛けると、６％の上昇になります。それから、Ｅの一般管

理費も同じように計算式かけますと２％の上昇となりまして、直接工事費の１２％、間接工

事費の６％、一般管理費の２％を合計して、２０％の増額ということになります。 

  それから、復興係数でございますけれども、これは赤で囲っている②の部分になりますけれ

ども、共通仮設費１割に対して０．５掛けて５％、それから現場管理費の２割に０．２を掛

けて４％ということで、５と４をプラスして９％が増加するということになりますので、修

正させていただきました。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 続けて、道路のほうの説明をお願いします。 

○仙台河川国道事務所長 それでは、引き続きまして、資料３、Ａ４判横の資料をご説明申し上

げます。 

  今回審議対象となっていますのは、三陸沿岸道路の登米から釜石まで約１１０キロ区間とな

ります。このうち、左下の囲みにありますとおり４７．８キロ、４３％が開通しております。

残る５７％、６３キロ相当が事業中であるということです。 

  この区間の特徴といたしましては、この事業化年度を見ていただきますと、いわゆる震災前

は上の３つ、事業化年度の平成６年、１８年、２０年、ここで３０キロほど従来事業化をし

てまいりました。これは約３割ほどであります。一方で、震災後に事業化をした区間という

のが歌津～本吉間をはじめとする５区間ございまして、８１キロ、７３％であります。した

がいまして、事業の大宗というのは震災時に着手した区間であるということであります。 

  次のページをご覧ください。このページでは、事業の目的と概要の一部でございますけれど

も、この図面の見方、黒い線で路線に色をつけているところが既に開通しているところであ

ります。赤いところが現在、事業を進めているところとなっております。 

  右の引き出し線のところに赤い文字で書いているのが事業中です。このうち、開通の予定が

公表されているものが事業中区間の９３％ということになっております。今回の審議の大宗

を占める気仙沼～唐桑南間の９キロ、この区間の開通見通しが出ていないという状況であり
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ます。 

  ここからは、南側から順に路線の概要をお示ししたページが続きます。南三陸道路につきま

しては、右下の図面にありますとおり、２９年度までに完成させる予定となっております。 

  次をお願いします。歌津～本吉間につきましては、同じく３２年度まで全区間を開通させる

予定となっております。 

  本吉気仙沼道路（Ⅱ期）区間につきましても、同様、平成３０年度の完成を目指して現在事

業を進めております。 

  次のページの本吉気仙沼道路、こちらは平成２９年まで完成させるということで考えており

ます。 

  次のページの気仙沼～唐桑南間、先ほど申し上げました本日議論の対象となっている区間で

すが、右側の図面を見ていただきますと、気仙沼港インターまでの１．７キロにつきまして

は３１年度まで、残る区間につきましては現在工事が進んでおりますけれども、この区間に

つきましては開通見通しが出ていないということであります。 

  次をお願いします。次は岩手の県境に至る区間であります。唐桑北～陸前高田間、ここは平

成３０年の完成目標であります。 

  後の区間、吉浜～釜石間が平成３０年と、こういう形で事業を今進めていこうと考えてい

るところでございます。 

  もう一枚めくっていただきますと、現地の状況を写真も交えて解説しております。南三陸道

路につきましては、今年の１０月３０日に志津川インターというところ、一番左側のところ

ですね、ここまでが開通しておりまして、残る区間につきまして、南三陸海岸インターまで

は２８年度末に供用する予定となっております。 

  次をお願いします。歌津～本吉間につきましては、ここからかなり地形がなだらかになって

まいりまして、丘陵地を淡々と通過していく区間となっており、本吉気仙沼道路（Ⅱ期）、

本吉気仙沼道路につきましても、なだらかな丘陵地区間を、土工を中心で進んでまいります。 

  次をお願いします。ここはちょうど気仙沼の市街地を海側にバイパスする区間でありまして、

気仙沼湾の上を橋梁で跳んでいくということであります。ここで見ていただきたいのが②の

朝日町地区という写真なんですけれども、ここがちょうど海の上を渡っていく橋梁の一連の

橋梁の下部工事、橋の通る部分を支える柱部分の工事がこのような形で進んでいるというこ

とを示したものであります。ちなみに、この間につきましては１４基ほど 終的にここで下

部工ができますが、全て契約は終わっておりまして、現地のほうに着手しているのがそのう
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ち１０基という状況になっております。現在順調に工事のほうは進んでおります。 

  次をお願いします。こちらは県境区間をトンネルで抜けるという区間であります。図面中の

県境トンネルにつきましては既に貫通しております。 

  次をお願いします。 後となりますが、吉浜～釜石間であります。こちらは地形が徐々に厳

しくなってくる区間であり、トンネル、橋梁が連続する区間でもありますけれども、順調に

計画を進めております。 

  次をお願いします。前回評価時からの周辺環境等の変化ということであります。何が変わっ

たかと申しますと、平成２８年６月に常磐道の整備計画変更が行われました。この結果、一

部区間の４車線化が事業化されておりまして、今回、交通量推計等の条件としてこの４車線

化というものを入れたということであります。 

  ちなみに、常磐道は平成２７年３月に全線開通いたしましたが、福島と宮城県の県境あたり

で従来５，０００台ほどだった交通量が１万２，０００台まで、７，０００台ほど、２．４

倍まで増えているという状況です。いろいろ障害のある区間も含まれておりますが、やはり

ネットワークがつながるとこれだけ交通量は伸びてくるということでございます。 

  次をお願いします。事業の必要性であります。三陸道はもともと復興道路という性格もござ

いますので、やはり災害時のリダンダンシーがポイントの一つとなります。これが４５号と

三陸道あわせてダブルネットで信頼性を確保していくという説明であります。 

  次をお願いします。２番目は医療であります。いわゆる三陸沿岸部南部の高次医療施設、３

次医療施設が大船渡と石巻にございます。ちょうどこの中間点あたりが気仙沼市に当たりま

すけれども、気仙沼市からの大船渡並びに石巻の３次医療施設へのアクセス時間というのが

２１分、それから３１分という形で劇的に改善されるということであります。 

  次をお願いします。大震災によって被災を受けた市街地で行われたこれまでの生産活動がど

んな状況になっているかというのを示した資料になっておりまして、製造品出荷額が真ん中

の緑色のグラフに記載されています。震災でやはり落ち込んでいるんですが、現在は震災前

の９割ほどまで回復してきております。また、その下にございます陸前高田市の加工場の面

積、こちらも３割ほど震災前と比べて増えてきております。 

  次をお願いします。三陸沿岸部は漁業が非常に盛んなエリアでありますが、例えば気仙沼港

に着目した場合に、その水揚げ量というのが震災前の約９割の水準まで回復してきておりま

す。こちらは右側のグラフを見ていただきますと、ここはもう本当に地元のご努力というこ

とになろうかと思いますが、ここまで回復してきているということでございます。 
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  次をお願いします。昨今、インバウンド等でなかなか華やかな状況になっている観光であり

ますが、ここがこれまで申し上げてきました指標と比べますと若干厳しいところがございま

して、このエリアの観光入込客数というのは真ん中、オレンジ色の棒グラフを見ていただき

ますと、震災前の７割ぐらいの水準にまだとどまっているということでございます。一方で、

左側の図面にありますとおり、大震災以降、三陸ジオパーク等々、さまざまな魅力的な観光

資源というのが指定され、また開発されてきております。こういったところを、三陸道を活

用して入り込みの増加につなげていければと考えているところでございます。 

  次をお願いします。冒頭、今回の増額要素として、設計等に起因する増額要因が２３０億ほ

どあるとご説明申し上げました。今回、その増額の大宗を占めております気仙沼湾横断橋、

これは仮称なんですけれども、こちらの説明をいたします。 

  図面右側は気仙沼湾になります。左側の脚がたくさん立っているところ辺りがいわゆる埠頭

など、港湾機能を持っているエリアになります。気仙沼湾横断橋はこういったところを橋台

橋梁で跳んでいくという計画であります。 

  次をお願いします。では、こうした区間をどのような形で事業化し、また事業化以降どのよ

うな経緯をたどってきたかというページが２５ページであります。今回、おおむねこういっ

た大規模構造物の設計が調ってまいりましたので、再評価をかけるということであります。

また、設計が調ってきたというのは上部工の橋を車が通るところの部分でありまして、先ほ

ど来申し上げておりますとおり、橋を支える下部工事というのはもう既に順調に進んできて

いるということであります。 

  見ていただきますと、平成２３年に新規事業化手続を行い、同年の補正予算で事業採択が行

われたということであります。この段階では、実は平成２３年３月に震災がございましたの

で、この段階での調査・設計というのは概略設計という、いわゆる道路の位置をおおむね決

めていくという段階で事業化を図っていったと。その後、現地調査、予備設計、詳細な設計

をしていったというのがこれまでの経緯でございます。その下は、技術検討委員会という項

目がございます。後ほどメンバー構成等は見ていただきますけれども、事業化してからこう

いった技術的な検討、具体的には橋の構造の決定とか形式の決定、こういったところは技術

検討委員会で詳細に決めてきております。また、その下の船舶航行安全対策調査委員会とい

うところにつきましては、海上保安庁の皆さんや漁協の皆さん、こういった利害関係者、そ

れから関係行政機関が集まりまして、工事中の航路の確保等につきましてここで議論をして

おります。こちらは、先ほどご説明申し上げました橋の構造等がおおむね決まった段階から
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こういった調整を本格的に始めているということであります。 

  工事の状況としましては、下部工は既に２６年度から着手し、２８年度には全ての下部工の

契約が終わり、現在建設が進んでおります。上部工につきましては、現在設計がほぼ終わり

かけているという状況にあるということであります。 

  ちなみに、この表の下にちょっと書いているんですけれども、一般的にこういった大規模な

橋梁をつくる場合ですと、１３年とか１２年とかかかっているんですが、復興事業の特殊性

として、当初の段階から短時間でここを片づけてきたという経緯がございます。 

  次をお願いします。先ほど冒頭で申し上げました点をもう少し細かく解説すると、２６ペー

ジのような形になります。左側は政府の取り組み、真ん中が国交省における手続、右側が気

仙沼湾横断橋の調査経緯となっております。ルート等を決定したのは政府の復興基本方針が

出た以降となっておりまして、２３年８月に確定しております。ルートを確定させるまでに、

その上にあります１キロぐらいの幅でルートを一旦地元の皆さんにお示しし、その後さらに

５００メートルまで絞り込んだルートの幅とインターチェンジの位置を提示し、その際に出

た意見等も踏まえて 終的にルートを決定し、事業化の手続に入っていったという経緯がご

ざいます。 

  次をお願いします。今度はルートのところに着目したのが２７ページとなっておりまして、

先ほど申し上げましたとおり、徐々にルートの幅を狭めていってルート決定したという時系

列の経緯と、右側に吹き出しでまとめておりますのが地元の皆さんからいただいた意見とな

っております。こちらは参考に見ていただければと思います。 

  次をお願いします。今回の増額の説明であります。新規事業採択時に、平成２３年ですが、

道路一環につきましては２１３億の予算を見込んでおりました。それが今回２３０億増額と

なりまして、全体事業費は４４３億と。これが左側に示しているところです。 

  では、何をもって２３０億増額になるかというところがちょうど真ん中にある囲みでありま

す。１番目は、橋梁の設計思想といったものが見直されたということであります。これは何

かと申しますと、東日本大震災を受けて橋梁の設計基準等が変わってまいりました。具体的

には後ほど申し上げますけれども、例えば耐震設計の考え方が東日本大震災を受けてかなり

強化された部分があるということでございます。 

  もう一つの視点は、その後２４年には中央道の笹子トンネルの落盤事故みたいなものがござ

いまして、構造物の長寿命化というのが新たなテーマとして入ってきております。こういっ

た新たな政策課題に対して橋梁の設計もそこを受けて極力ライフサイクルコストを抑え、構
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造物を長い間使っていこうという発想に基づいて、さまざまな設計の見直しを行っておりま

す。これら２点を中心として増額が１１１億円となります。 

  ２番目は、現地調査の結果を踏まえた設計の変更ということであります。ここは硬質の岩盤

が出てきたこと、それから津波による新たな洗掘層の存在、こういった、震災が終わった後

の調査に基づいて徐々にわかってきたものを反映して設計しております。 

  ３番目は、厳しい工期に対応した事業費の概略計上対応ということがございます。これは何

かといいますと、復興事業の特性になるんですけれども、現在は復興・創生期と言われて、

平成３２年まで財源が確保されているという形になっております。その期間内の完成という

ものを目指して、かなりスピードアップして事業を進めております。こういったところから、

例えば現場の施工費等につきましても、当初の契約の段階ではかなり時間を省略した形で進

めて、後ほど現場に合わせて見直したものを精算していくというようなやり方をとっており

ます。この結果、増額した予算というのが３８億ほどあるということであります。 

  次をお願いします。これまで説明申し上げました中で出てきましたところの解説になります。

２９ページは、気仙沼横断橋の構造でありますとか橋の形式でありますとか、こういったと

ころを議論したメンバーであります。 

  また、続きまして３０ページにつきましては、現在もここは議論が進んでいるんですけれど

も、非常に狭い海域で、フェリーや漁船といったさまざまな船舶が通っております。そうい

った船舶の航行を担保しながら円滑に工事をしていくためにはどうしたらよいかというよう

な観点で現在も議論を進めております。ここには漁協の皆さんや学識経験者の皆さん、それ

から海保の皆さん、関係行政機関の皆さん、こういった方が参加されております。 

  次は、先ほど大きく増額要因３つご紹介いたしましたが、それぞれの中身は具体的にどんな

ことをやっているんだというところを３１ページから説明いたします。 

  １番目は、津波・地震といったものに対する新たな基準であります。この項目については、

まず左下の絵を見ていただきたいんですが、何かと申しますと、これまでの設計思想がどう

変わってきたかということであります。レベル１というのが通常の地震、レベル２というの

は極めてまれな頻度で起こる地震ということになりますけれども、今回、東日本大震災を受

けてどのような見直しがされたというところにつきましては、この表の右下のほうを見てい

ただけばわかるとおり、かなり特殊な橋梁を対象とするものなんですけれども、橋脚の地震

時の限界状態等についてもちゃんと評価をしようということになってきています。こういっ

たものも大規模なものは本当に壊れないようにしなきゃいけないんですけれども、そうじゃ
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ないものは限界状態までぎりぎりやって、構造物に若干ひび割れが入っても大丈夫なんでは

ないかという思想のもとに設計をしているということでございます。しかしながら、一方で

斜張橋のように例えば塔が折れてしまえば橋が落ちてしまうような場合は、やはりレベル２

までしっかりとした構造をチェックした上で設計していくものであろうということで、そう

いった対応をするためにこの増額要素が発生しているということであります。 

  また、ここは津波の反省に基づいたところなんですが、右上にありますように、レベル２の

地震があったときに塔そのものに漂流した船舶がぶつかってしまうと、どうしても構造物に

影響が出てしまいます。こういったところは回避するように、基礎のコンクリート部分を外

側にまで出していこうという考えを入れて、それに対する増額が発生しております。 

  また、斜張橋のケーブルの代替性の確保というのは、ここはちょうどネットワークのリダン

ダンシーと近いものなんですけれども、ケーブルが何らかの要因で１本切れたとしても、即

座に桁が落ちてしまうというような状況を避けるために、代替性のあるケーブルを配置して

いこうといったことがございまして増額につながっております。 

  次の３２ページをよろしくお願いいたします。ここは品質を確保するための設計の見直しと

いうところでございます。これも道路橋示方書の中にこういった思想が入ってきているとい

うことであります。例えば主塔につきましては、従来ですと階段がついていたくらいだった

ものを、点検用のエレベーターというのをちゃんとつけましょうということになっています。

また、右側の桁の図面をご覧ください。これは何かといいますと、これまでややもすると、

こういった橋の桁というのは分割して運んでまいりました。工場で桁をつくって分割して持

ってきて、現場で組み立てるという方法をとっていたんですが、溶接部分というのは将来の

リスク要因になり得ますので、こういったものを極力、大ロットでつくって海上で輸送する

という方法をとっております。これも増額要因となっております。また、当初、海の塩分が

影響を与える範囲というのもかなり限定的に考えていたんですが、現地調査の結果としてか

なり広範囲に塩分が飛んでいるということもわかりまして、錆びを防止するための鉄筋を使

っているということもございます。 

  次をお願いします。３３ページは現地調査を踏まえた結果であります。地質の把握というの

は一定の限界がございまして、ボーリング調査等を行ったとしても、どうしてもこういった

ものが道路工事の場合出てまいります。例えば硬質の岩盤が出てきてしまって、打ち込み関

係でかなり費用が増えたということであります。この間の橋をつくるために、支えている基

礎の杭が４３０本ほどございます。これがそれぞれどうしても増額が必要になってしまいま
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して、その結果として、１本当たりは１，０００万ほどなんですけれども、大きな増額につ

ながってしまっております。また、新たな洗掘層というのが出てきております。これは震災

後の現地調査を詳細にした結果として、いわゆる地盤に見えるところも津波によって、深い

ところですと９メートルほど洗掘されてしまっているということがあり、そういった洗掘を

配慮した設計に見直しております。また、その下は液状化に対する備えを行うということで

あります。 

  次をお願いします。３４ページは、これはどうしてもスピードアップのために当初ある程度

標準的なマニュアルに沿った設計で発注をしておいて、 終的に変更で増額になってしまっ

たというケースであります。具体的にとり得た方法というのは、例えば仮設をして海の中に

下部工をつくるときにも標準的な切梁・腹起しなどといった水が入ってこない措置をとって

いたんですけれども、現地に実際に物をつくるという段階になってきますと、この方法では

実際に躯体がつくれないというケースも出てきます。そういったところを見直しております。

また、もともと橋のケーブルを支える塔につきましては、大きなクレーンを持ってくれば一

回でかけられるのではないかと想定をしていたのですけれども、日本 大級のクレーンを持

ってきても、やはり２分割しないとかからないということがわかってきたと。こういったと

ころが増額の要因になっております。 

  以上、全て反映した結果といたしまして、３５ページにＢ／Ｃの結果が出ております。全体

のＢ／Ｃが１．２、前回は１．４でありました。残事業Ｂ／Ｃは２．１であります。 

  ３６ページをご覧ください。３６ページの１０であります。地方公共団体等の意見といたし

ましては、岩手県知事、宮城県知事ともに対応方針（原案）どおりの継続で異議がないとい

うご意見をいただいております。また、各関係の団体からも原案どおりの継続で異議がない

という意見をいただいております。 

  以上から、対応方針といたしましては、災害時の代替路並びに緊急輸送道路の確保、広域道

路ネットワーク形成による産業・観光・医療等の活動支援のため、早期整備の必要性が高い

と考えてございます。 

  以上であります。 

○奥村委員長 ありがとうございました。それでは、今のこの１件の重点事業について審議をお

願いしますが、ただいまの説明でご意見、ご質問ありますでしょうか。では河野委員。 

○河野委員 ２５ページなんですけれども、今回の斜張橋をどういうふうに決定していったかと

いうプロセスがあって、この資料をまとめるということは今後の土木事業に関しても非常に
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有意義なものだったと思うんですけれども、何を決定したかだけではなく、何を参照して決

定したかということも入れていくと、今後に残る資料としていいのかなと思います。まずＨ

２３年のところで事業化をしておりますけれども、ここでは斜張橋として決まっていないわ

けですね。ただ、ルートは選定しているわけで、その際に山側のルートもあったと思うんで

すが、ここで費用便益分析を行ったのか行っていないのか。なぜ海側にしたかというところ

で、費用便益分析が今の説明にはないようなんですが、その話をお聞きしたいと思います。 

  もう一つは、Ｈ２５年で橋梁タイプを決定しているわけですけれども、ここで橋梁タイプと

しても費用便益分析を行って検討したのかどうかといったことについてもお聞きしたいと思

います。 

  あともう一つ、一般的に費用便益分析はどこで使われるのかということもお聞きしたいと思

います。以上、お願いいたします。 

○奥村委員長 お願いできますか。 

○仙台河川国道事務所長 まず、Ｈ２３年のルートを選定する段階でＢ／Ｃのチェックを行って

いたかということでございますが、もちろん新規事業化をした以上、海側のルートのＢ／Ｃ

は出しておりますが、山側のルートのＢ／Ｃは、当時は作成されておりませんでした。 

  それから、Ｈ２５年の橋梁のタイプの決定に当たっても橋梁のタイプごとのＢ／Ｃは算定し

ておりません。 

○道路計画第一課長 一般的にＢ／Ｃの算出のタイミングでございますが、基本的には新規事業

化の際にＢ／Ｃを算出して計上しております。その前の計画段階評価という複数案を比較す

る段階があります。浜岡委員にはその審議会委員になっていただいているのでおわかりかと

思いますけれども、その際には費用は提示して複数案は提示しますが、具体的な交通量推計

等を行ってＢ／Ｃ算出というところまでは出しておりません。あくまでも計画段階評価のと

きは概略の費用を出して複数案を比較した上で、新規採択時評価の際に、今回で言うと海側

ルートのＢ／Ｃは算出して新規事業化しております。 

  以上でございます。 

○河野委員 それではもう少し質問なんですけれども、Ｈ２３年のときに費用便益分析を代替ル

ートに関してはやっていないと。ただ、この海側を通るルートについてはやっているという

ことなんですが、その際に橋梁タイプは決定していなくても費用便益分析はできているので

しょうか。 

○道路計画第一課長 その際に、もともと２１３億という概算事業費をもってそのルートの金額
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を出して、そこをＣに充てて、Ｂ／Ｃを算出しております。 

○河野委員 その２１３億を計算する際に、どんな橋梁タイプかわかっていない段階でできるわ

けですか。 

○道路計画第一課長 どんな橋梁タイプか、ある程度想定しております。今回の条件で言えば、

気仙沼湾をかけるというのがルート上明らかでございます。橋のかける距離で大体一般的な

目安になる橋のタイプというものはある程度提示されていますので、そこを参考に出してお

ります。決定はしないんですけれども、ある程度、斜張橋ということを見据えて事業費につ

いては概略で算出させていただいております。 

○河野委員 ということは、この２１３億というときに、斜張橋にしただけで２１３億から増額

されたことは特にないと判断していいですか。というのは、タイプが明らかになったことに

よって増額された部分がないかどうかということです。 

○道路計画第一課長 概略ではありますが、そういう点の増分はございません。 

○奥村委員長 そのほかどうでしょうか。いかがですか。 

  ちょっと話が出てくるまで、１点だけ。ここのところの交通量の推計についてです。私は別

のところで気仙沼市の中の公共交通の委員もしておりますが、実態として４５号の現道です

ね、バイパスなんですけれども、そこが今ものすごく混んでいるんですね。先ほどの資料を

見ると、 後の調査がＴ´１０年、２０１０年です。いろんな条件が満たされていないという

のはわかるんですけれども、これだけ大きな事業をやるのに交通量の調査が 近されていな

いもので計算してしまっていいのかどうかですね。全国一律ではそういう年次を決めてやっ

ているのかもしれませんが、これだけ大きなプロジェクトをきちんと評価したいとなると、

この部分だけは 新の資料でチェックするというような体制を考えていただかないと、随分

前の資料で交通量をはじきましたというのではちょっと説得力がないかなと思うんですが、

そのあたりいかがですか。その道路の調査と需要予測の関係。 

○道路計画第一課長 基本的に需要予測との関係につきましては、全国一律のデータを用いてや

っております。今回、平面図につけさせていただいているのは、２０１０年、平成２２年の

データで、これが今センサスデータとして 新で公表されているものでございます。全国的

にもこういう図面が出てきたときに張りつける交通量としてはこのデータを用いて需要推計

するのが基本的なルールとなっておりますので、これに従っております。 

  ただ、委員長のご指摘のとおり、そういう交通量の変化というのも 新の状況も見据えなけ

ればいけない部分はあると思っております。例えば交通量が全く走っていない状態になって
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いたときに、果たしてその平成２２年のデータのままでいいのかといった議論はあると思っ

ております。そういった大きな要因もありますし、今回の震災の場合でいいますと、やはり

震災後にいろいろ交通量が変化した部分はございます。そういった部分はどこまで期間を見

るのか、本当に平常の復興後の交通量に戻ったのか、まだ現時点では確定していないのかな

と。当然、将来交通推計もある程度長期間を見据えて計算するものなので、その辺は機敏に

きちんと見て個別に判断していく必要はあるのかと考えております。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 お願いしたいのは、要は、ルールになっているから機械的に前の全国一律の２０

１０年物を使うんだというのではなくて、後で調査したものと両方を見たうえで判断したと

いうふうにしていただかないとやっぱりちょっとまずいかなと思うということですね。 

  ほか、どうですか。北林委員。 

○北林委員 この工事のみならずの話ですが、今日、事業計画の変更という具体的な件が出てき

たので日頃考えていることを述べさせていただきたいと思います。 

  例えば長い事業計画は長期にわたるので、その間には新しい材料や新しい工法、あるいは今

回のように新しい考え方が出てくるのは当然のことだと思います。新しいものは古いものの

欠点を見直し改善されているという意味で、新しいほうがいい、より安全だ、より便利だと

いうことで採用計画が立てられるのだと思います。そこで、例えば３２ページの品質確保の

ための設計見直しですが、エレベーターをつけるとなりますと、運行のためのコスト、電気

代だとか、エレベーターそのもののメンテナンスの費用だとか、そういうコストが新たに生

まれてきます。階段であれば塗装のコストだけだったものが、結構なお金がかかってくる。

工事費全体にしたらわずかな金額でしょうが、ここのみならず、あらゆる工事で今までかか

らなかったランニングコストがかかってきます。この委員会ではコストはイニシャルコスト

であって、ランニングコストはＢ／Ｃに反映されていません。計画変更するときなどにはラ

ンニングコストの面で従来とどのような変化があるのか、大きく掛かり増しになるかもしれ

ない、しかし、やはり利便性や安全性にはかえられないというようなことを説得するための

材料としても、ランニングコストを考慮すべきではないかと思います。 

○奥村委員長 多分、今のランニングコストの入り方というか、そこについて説明いただくとい

いのかなと。今はどう考えているか。 

○仙台河川国道事務所長 今は確かにランニングコストの局部的な増加分をキロ当たり単価に全

て転嫁させるという行為は行っていません。それはどういうことかと申しますと、一つはこ
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れが気仙沼横断橋だけの事業で行っている場合、確実にそこはある程度反映させるという考

えも出てくるかと思いますけれども、確かに増加要因にはなりますが、約１１０キロ間で年

間どれだけに相当するかというところがなかなか見えない部分がございます。ご指摘はその

とおりだと思いますので、こういったところは今後の検討材料とさせていただければと思い

ます。 

○道路部長 今、先生言われるとおりだと思うんです。我々の事情のお話になるんですけれども、

この道路橋示方書というのは我々のバイブルみたいなものなんですが、そこでライフサイク

ルコストという概念をしっかり見ていきましょうと。逆に言えば、ここに書いてある塩害対

策とか。こういったものをもししなければ維持修繕費で別の予算をどんどんつぎ込んでいく

んですね。今、非常に厳しい中で、できるだけ維持修繕費を減らしてというようなところを

まさに試行的にやり始めているところです。斜張橋は平成２４年のバイブルが変わって初め

てできる橋ですので、恐らくそのデータを積み重ねて、本当に初期コストを高くしてトータ

ルコストでやったほうがいいのか、もしくは今までどおりちょっと錆びてもいいやぐらいの

感じでやって塗装したほうがいいのかとか、そこは多分積み上げていかなければならないで

すし、我々の土木研究所とか国総研のほうでもそういったデータをとるためにもいろんなご

意見をいただいていますので、その考えをこれから反映させていきたいと思います。 

○北林委員 よろしくお願いします。データの必要性はよくわかります。この委員会のＢ／Ｃの

コストはイニシャルコストだけを考えていますが、ベネフィットの方は例えば、新しい道路

の建設で近辺の産業関連の交通量が増えると、このぐらい収入が増加するといった未来予測

が入っています。にも関わらず、コストのほうには未来予測が入っていない。そんなところ

も、現状では計算の仕方が片手落ちだと思うのです。ＢとＣの公平性、それからコスト自体

の新しい考え方のためにも、ぜひデータを積み上げて考慮していただければいいのではない

かと思っています。 

○遠藤委員 ２８ページの橋梁のことなんですけれども、当初の２３年度補正予算時は２１３億

円で、その後増額して４４３億円。全体としては２割アップぐらいですが、ここだけ額が２

倍になるのは、やはり大きい気がいたします。 

  ですから、予算を 初に組んだときは、２３年度当時の一般的な考え方による算出と書いて

ありますけれども、当時の一般的な考え方を順次新しいものに変えて、確かに予測つかない

部分もあるけれども、なるべく正確な予算を組めるように基準値というのか、評価値という

のか、それを常に新しいものにしていただきたいと思います。 
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  例えばＬ２の地震は、神戸で起こった地震の後、土木学会がすぐ採用したんですよね。海洋

型だと３００数十ガルでよかったのが、内陸部で起こるというのでつくり直したと思うので

すが、やはり常に研究して、このぐらいのお金が必要だということを毎回更新して正確な予

測ができるような評価、例えば、このぐらいの単価が変わったならば即見直しをしてちゃん

と事業費に組み込めるようにしていただきたいなと思います。 

  一般的に考えればいいものをつくっていただきたいし、橋というのは例えば錆びないように

とかメンテナンスやりやすいようにとか、あるいは基礎の鉄筋が弾性域内にとどまるという

ような結構余裕を持たせたことをやっているんですが、その後のことを考えれば非常にいい

ことをやっていらっしゃるんだけれども、いろんな先生がおっしゃるように、長期的に何年

ぐらいもつかということを説明してくれると我々もまあそうか、だったらしようがないよね

と思うので、そういう説明の仕方を考えてほしいなと思います。 

  以上です。 

○奥村委員長 そのほか、どうですか。浜岡委員。 

○浜岡委員 浜岡です。まず、今回のこの三陸沿岸道路ですが、気仙沼の橋の設計の変更という

ことで、総額で見ると６％弱の費用が増えたと。前回、１年前の事業評価委員会では金額が

確かに示されなかったので、そこでは審議をすることなく今回審議をしたと理解しておりま

す。このように１年間という短い期間ではありますが、６％弱の費用の増加があるというこ

とで再評価をかけるというのは非常にいいことだと思いました。加えて、復興係数の適用と

いうこともあるんですが、それと関係なく、もし復興係数がないとしてもこのような形で審

議できるということが今後重要ではないかと思っていますので、よろしくお願いしたいと思

っています。 

  その際なんですが、事業費が何％増加した、もしくは何億円増加したとか、何か基準をつく

るといいのかなと思いました。基本的に計画どおり進むのが一番いいことではありますが、

さまざまな要因で変化するというのは考えられるかと思います。その変化の大きさというの

をある程度基準を決めて、通常の３年期間以内というのではなくて、もう少し短い間隔で行

うというのも重要ではないかと思いました。 

  あと、その橋の設計のところで、先ほど遠藤先生から当初の倍になったということで、私も

橋だけで見ると非常に大きい金額ではないかと感じました。ただ、重要な構造物であり、地

域のためにしっかりといいものを残していかないといけないということで、その増額は仕方

ないのかと思っています。 
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  ２８ページ、先ほど遠藤先生も質問された中で内訳１、２、３とありますが、例えばですけ

れども、３番目の厳しい工期に対応した事業費の概略計上ということで、とにかく早く完成

させなければいけないという一つの使命のもと、少し額が増えたということなんですが、そ

の結果、橋もこれでオーケーとなった場合に、この区間、何年後にはできますという完成予

想時期は示せるものなのでしょうか。この区間だけ示されていないということですので、地

元の方からしても早く、いつできるのかというのを知りたいのではないかと思うんですが、

そのあたり示せるのかどうかというところを教えていただきたいと思います。 

○道路部長 いろいろとご意見ありがとうございます。事業費の変更の目安というところなんで

すけれども、確かに今、統一的な考え方がなくて、どちらかというと、今回の事業は復興・

創生期間を目指しますとか、短期間にやるから非常に増えていくと。逆に、前回お諮りした

ような１５年２０年かかっているような事業というのは、だらだら増えていくといったら変

なんですけれども、そのときのインパクトが余り強くないものですから、気がつけば当初に

比べてこれも２割増えている。そこは傾きが違うんです。といいつつも、先生のおっしゃる

とおり、そのときの主観でやるわけにもいきませんので、ぜひこういった場でいろいろご審

議いただいて、逆に委員の先生方から強くご意見をいただいているようなものは我々として

も事前にお諮りすべきことなので、そこは考えていきたいと思います。 

  もう一つのご質問は、開通見通しというところなんですが、非常に難しいご質問で、所長も

説明しましたが、大きな構造物で今、下部はつくっている、脚の部分は。これから橋の上部

工やトンネルなどの発注をして、少し目安がついてから出さないと、間に合いませんでした、

ごめんなさいということは極力避けたいものですから、そういった意味で、ある程度大きな

構造物の見通しがついてから出すようにと思っております。今回もご審議いただいてお認め

いただけるようであれば、また来年度発注して、その状況を見ながらできるだけ早く出して

いきたいなと思っております。 

○浜岡委員 ありがとうございました。 

○奥村委員長 ありがとうございました。成田委員、お願いします。 

○成田委員 ご説明ありがとうございました。大変恐縮でございますが、３点ほどご質問させて

いただきたいと思います。 

  ２８ページでお話のございましたライフサイクルコストを抑えて長寿命化をするんだという

お話をいただいたところでございました。先ほど来、話が出ましたが倍になっているという

ところと、Ｂ／Ｃの影響というのを考えたときに、雑駁な印象としましては、２００億が４
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００億になったときにＢ／Ｃの影響が比較的少ないといったときに、Ｂ／Ｃを構成する要素

はどこが減ってどこが増えたからトータルとして余り変わらず１．２というものになったの

かというのが１つです。 

  それから２点目は、資料１の一番冒頭でご説明のありました８１８億で増えたところの、表

の右側半分でＢ／Ｃの変化についてのご説明がございますけれども、すいません、これもも

しかしてご説明あったのかもしれませんが、残事業の分は前回よりも今回のほうがＢ／Ｃが

よくなっている、効果が高まっているというのはどのあたりをもって根拠というか要因があ

ったのかというのを教えていただければというのが２点目です。 

  ３点目につきましては、ライフサイクルコストを抑えて長寿命化という考え方について、さ

っきちょっと委員からもお話があったんですが、長寿命化というのは何年伸びるんだろうと

か、これによって世代間負担の考え方が、今我々がコストを負担することによって将来の世

代にどれだけの便益が発生するのか、もしくは負担が生じることになるのかといったような

ことが少し見えてくるといいのかと思うのですが、もしそのあたりの数字等でわかるものが

あれば教えていただければと思います。 

○道路計画第一課長 ３点ご質問いただいたと思います。 

  まず１点目が、Ｂ／Ｃの前回と今回の変化、１．２から１．４で、それぞれの構成要素がど

んなふうに変わったのかといったことだと思っております。前回の正確な数値がないので、

あくまで上下の目安でございます。一覧表、資料１をご覧ください。Ｂを構成する要素の大

きなものとしては、各交通量における時間短縮、何台が約何分短縮するから時間の価値を短

縮できるといった効果がございます。ここはおおむね計画交通量の部分を見ていただければ

いいのかなと思っております。計画交通量は今回１万１，５００から１万１，９００に変わ

っておりますので、ややＢについては微増していると考えていただければ結構だと思います。

ただ、増えた割合も数％のオーダーですので、大きくＢが増えているわけではございません。

一方、Ｃは基本的には事業費を単純合計ではなくて現在価値化という概念で割り戻しするの

で、きれいには足し算にはならないんですけれども、そういったことで今回、全体事業費が

約２割増えているので、単純にいって割り算するところが２割増えていると。なので、１．

４の部分で２割減っていると。そうすると、１．４の２割分減って１．２。そういった感覚

でございます。本当はその他、事業期間の変更とかもあればまた現在価値の割り戻しの感覚

が変わりますので、例えば民間の投資もそうですけれども、投資が遅れて効果が発現する時

期が後ろ倒しになればなるほどＢとしては下がると。ただ、今回については事業期間の変更
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はしておりませんので、ＢとＣのそれぞれ、交通量と事業費の変化によって今回のＢ／Ｃの

変化が起きているというふうに捉えていただければと思っております。 

  続いて、２点目のご質問は、残事業費は今回何で増えているのかといったことかと思います

が、基本的に残事業費、Ｂ／Ｃにつきましてはこれまで予算として使ってきた金額を取り除

いて、今後の未来の投資と便益を比較します。基本的に道路事業のおおむねの流れとしては、

効果が出るのが 後で、それまでひたすら投資をしていくので、基本的には残事業Ｂ／Ｃは

何もしなければ上がっていくものとなっております。今回も、前回の評価からお金を使った

部分のＣが減っていると。この１年間で何百億の予算が投入されていますので、その部分が

Ｃから消えるといったところで、今回残事業Ｂ／Ｃとしては増えるといったことの分析でご

ざいます。 

  ３点目の長寿命化がどれだけ具体的に何年長もちするとか、そういったことを入れたほうが

いいといったことでございますが、道路橋示方書が変わって 初の斜張橋、いろいろな取り

組みを今回事業費増の中で入れております。本当なら明確に示して何年間長もちしますとい

ったほうが当然説明上はわかりやすいんですけれども、なかなか現段階ではそう具体的に示

すことが難しいので、今後こういった知見、事例を蓄積して、明確に示せるように調べてい

かなければいけないと考えております。 

  以上でございます。 

○成田委員 当初私のほうで認識していたのは、長寿命化によって供用する期間が長くなるので、

結局トータルコストも含めて割り戻しがきくので、結局のところＢ／Ｃについてはそこが圧

縮されますから影響なかったのかなというお話かと思ったんですけれども。 

○道路計画第一課長 確かに長寿命化することによってＢが発現する期間が長くなってＢが高ま

るといったことが、それがより正確なんですけれども、一応全国の供用５０年というルール

でやっております。本当は確かに長寿命化したらその５０年を６０年なり７０年８０年なり

に長くするのが正確かと思いますけれども、まだそこまでのものを計算としては考慮してお

りません。一律５０年というルールで算出した値でございます。 

○成田委員 わかりました。ありがとうございます。申し上げたかったのは、社会資本整備をし

ていく中で、５０年先の世代にも負担をかけるのか、果たして彼らにとってよかったものを

残してくれたと言われるのかというところで、もちろん後者を選んでいく責務がありますの

で、皆様の知見を集約していただいて、そういった説明もあると、今投資していく世代とし

ては少し説明がつくのかなというところで今後に期待したいというところでございます。 
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○奥村委員長 黒沢委員、お願いします。 

○黒沢委員 今の成田委員やほかの委員の方がおっしゃりたかったことと同じだと思うんですけ

れども、道路橋示方書の立脚するところは、維持管理の確実性、容易さを考慮することによ

って、トータル的に社会の負担するコストを減らすことができるというのが大前提だと思い

ます。素人目で見ているからかもしれませんが、点検整備あるいは輸送、大規模修繕に係る

コストやその可能性とか、あるいは鉄筋等の塗装コストの軽減、これが本当に８０億円で改

善するのかというところが見えません。ぜひ今後、維持管理の確実性、容易さを考慮するた

めに品質確保のための設計見直し等があるときは、それによってどのぐらいのメリットがあ

るのか、一番いいのはきちっとした数字ですが、そうでなくても良いのでお示しいただけた

らと思います。その部分だけでＢ／Ｃを算出した上で審議にかけていただけないと、私たち

のほうでは情報がない中でこの事業をストップしなさいとは言えませんので、その点、今後

お願いいたします。この事業に関してはもう、事業の緊急性等を鑑みてストップできないと

思うんですが、今後の一般的な事業の際にはしっかりこういった数字あるいは検討材料とい

うのを出していただければと思います。お願いします。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  では、大体意見を出していただいたようですが、今の議論の中ではいろいろとこれまでの算

定の仕方、将来の便益の算入の仕方、維持管理費におけるところのコストの入れ方、長寿命

化自体の供用期間というのをどう考えるのかなど、今の算定の制度でなかなか入りにくいと

ころが指摘されたと思います。そのあたりの今後のやり方の改善ということも努力していた

だくことは皆さん共通のお話としてありましたが、事業はやはり復興事業ということで重要

性が結構あるということの認識のようですので、原案どおり事業の継続という判断でよろし

いでしょうか。ありがとうございました。 

  では、要点事業がありますので、説明をお願いします。 

○道路計画第一課長 再び資料１をご覧ください。 

  要点審議事業として２事業ございます。まず、通常の１番目として一般国道４号金ヶ瀬拡幅、

そして２番目として一般国道１０８号古川東バイパス、この２件でございます。 

  全体事業費等につきましては特に変更ございません。計画交通量も変更なしでございます。

その中で費用便益比につきましても大きな変動がないため、前回の値をそのまま採用させて

いただきたく、１．７と１．４となっております。残事業Ｂ／Ｃにつきまして、一般国道４

号金ヶ瀬拡幅については２８年に０．８キロメートルの開通がございますので、その影響も
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踏まえて新たに算出しまして４．１となっております。 

  ２件とも、大きく事業費増もありませんので、このまま事務局として事業継続を提案したい

と考えております。事業概要等は参考資料２につけておりますので、中身につきましてはそ

こをご覧いただきたいと思っております。 

  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。 

  それでは、今の要点事業２件についてですが、ただいまの説明で質問等ありますでしょうか。 

  では、内容には基本的には変更がないということですので、原案どおり継続ということでよ

ろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは、次に河川事業の再評価１件の審議を行いますが、今回は事業選定ワーキングを開

催しておりませんので、重点事業として審議を行います。それでは、事業担当部から説明を

お願いしたいと思いますが、入れかえ時間がありますので、局長さん、今の時点で何かあり

ますか。いいですか。 

○局長 では、ご指名ですので。 

  気仙沼の件ですけれども、これはやはり短い区間で事業費が倍になったということは、我々

としても大いに反省をしなくてはいけないと思っています。また、こういう急いでやる災害

絡みの事業についてはどうしても事業費が上がる傾向にあるので、それは 初から見込んで

おくべきじゃないかというご意見を前回も今回もいただいていますから、そういう精度やラ

ンニングコストの話など、その他いろいろと全国ルールの中でぜひ取り組むべく検討をして

いきたいと思います。今日は大変ありがとうございました。 

○奥村委員長 ありがとうございます。 

  では、河川事業のほうの説明をお願いします。 

○仙台河川国道事務所長 それでは、海岸事業の説明をいたします。 

  資料５、Ａ３判横でありますが、ご覧ください。事業名は仙台湾南部海岸の海岸保全施設整

備事業であります。 

  事業の内容につきましては、ヘッドランド、養浜、浜がやせてきておりますので、それに対

する対応、それから海岸堤防、粘り強い海岸堤防の整備、こういったもので構成される事業

であります。全体事業費は５２０億円、現在価格ですが、これは前回と変わっておりません。 

  便益の関係の変化の要点でございます。ちょっと細かい字で申しわけございませんが、前回

から変わっている点は、まず水田関係が随分減ってきているということ。一方で、畑の面積
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は増えてきているということになっています。これはいわゆる堤防の裏側の状況でございま

す。また、家屋、事業所は減少してきているということです。水田は減っているんですけれ

ども、畑が増えているところで何が行われているかといいますと、付加価値の高いイチゴの

栽培等が行われているということがありまして、これが要因となって便益が増加していると

いう傾向にございます。 

  これら全体を反映させた結果といたしまして、Ｂ／Ｃは全体が１．２、前回１．３に対して

微減となっております。残事業Ｂ／Ｃは、前回２．６が３．０ということでございます。事

業区間については変更ございません。 

  それでは、引き続きまして個別説明の内容の説明に移りたいと思います。資料６をご覧くだ

さい。 

  まず、仙台湾南部海岸の事業の概要であります。１番なんですが、仙台湾南部の海岸で全体

１４キロほどございますが、この中で先ほど一覧表でご説明しましたようなヘッドランド等

の整備を進めているという状況であります。箇所的には、赤字で図面中に旗上げしていると

ころが事業の対象になっております。 

  次に、２ページをご覧ください。ヘッドランドとはどのようなものかということなんですが、

このような形で海岸に突き出た突堤を設けまして、それによって離岸流をうまく使った砂の

定着を狙った施設となっております。こういったところに養浜としまして土砂を入れていく

ことによって浜を広げていくという考えです。 

  次をお願いします。次は緑の防潮堤の整備でございます。この区間につきましては、東日本

大震災の津波の影響を受けまして、従来ありました堤防が破壊されております。それを受け

て、仙台湾南部海岸全体については災害復旧という形で堤防が構築されております。その構

築された堤防というのがこの右側の図面であります。黄色い部分をコンクリートで覆った形

にして、左側に基礎がございますが、巨大な津波が来たときにここの法尻部分と言われてい

るところが洗われて堤防の破損につながったという反省を踏まえて、ここを強化した構造と

なっております。 

  では、４ページを見ていただきますと、緑の防潮堤というのはどのようなものかといますと、

コンクリートで被覆されております堤防ではありますが、そこの上に盛り土を行いまして、

そこの上に植樹を行っていくという考えであります。緑の防潮堤そのものは、先ほどの３ペ

ージの図面をあわせて見ていただきますと、左下の整備位置３カ所ほど黄色い旗上げをして

いるところがございますが、これが３カ所で１キロほどあります。これを２８年度末に向け



-23- 

て、試行的に植樹を行っております。こういった試行的に行った植樹を現在モニタリングで

育成状況などを監視しながら今後の展開につなげていこうという防潮堤整備の考え方でござ

います。 

  次をお願いします。５ページです。侵食の進行による被害の状況と整備の方法であります。

これは全国的な課題でありますが、非常に日本の砂浜というのが狭くなってきている、こう

いった傾向があります。例えば仙台の海岸でこのような状況になりますと、海岸堤防という

ものが破壊され、またその結果として浸水被害が発生してくるということが考えられます。

こういったところから砂浜の維持というのは非常に重要なポイントになります。先ほどご説

明申し上げましたヘッドランド等を整備し、その間に砂を入れていくことによって砂浜の定

着を図っていくということであります。 

  ６ページをご覧ください。では、これまでの震災前から震災直後、それから現在という形で、

これは山元町なんですけれども、どのような状況だったかという変化を示したものです。も

ともとヘッドランド等の整備は震災前から行われてきたというのが一番左側の写真。真ん中

が東日本大震災直後の状況。もうかなり内陸側に海が入り込んでいるのがわかります。現状

はヘッドランド等の効果もあり、徐々に砂浜が戻りつつあるという状況がわかるかと思いま

す。 

  次をお願いします。これは、次のページまでかけまして、岩沼と山元海岸、大きく２つの区

間で事業を行っておりますけれども、そこの浸水想定とか土地利用、事業所がどのように変

化してきたかということを示したものとなっております。 

  まず、表なんですが、２５年に事業再評価したものが上段、下段が今回の評価です。浸水想

定につきましての大きな変化点というのは、この嵩上げ道路、いわゆる二線堤と呼ばれてい

るものの整備が具体的に始まりまして、これを考慮した計画となっております。その結果と

しまして、二線堤はできましたので、その二線堤からさらに内陸側というのは非常に安全性

が高まってきているということなんですが、一方で海岸側につきましてはどちらかというと

浸水深は深くなってきている傾向にあるということであります。 

  土地利用につきましては、岩沼海岸については浸水エリアの田畑というのは減少してきてい

るということ。それから、事業所につきましては増加してきているということです。それは

３つ目の図面ですね。従来３カ所ほどしかなかった事業所が７カ所ほどまで増加していると

いった状況にございます。 

  ８ページは山元海岸であります。山元海岸の浸水想定につきましても岩沼同様、二線堤の整
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備がかなり具体的に動いてきましたので、それを反映した浸水想定としてございます。また、

傾向として、浸水深が深くなる点は同様であります。 

  土地利用の変化につきましては、浸水エリアの畑が増加しております。これは、冒頭ご説明

しましたとおり、こういったところで高付加価値のイチゴ等の栽培が進展しているというこ

とでございます。事業所につきましては、山元海岸については減少している傾向でございま

す。 

  事業の投資効果でございます。当該事業を行わなかった場合、いわゆるウィズアウトの部分

なんですけれども、その部分で考えられる便益をどのように考えたかということですが、ま

ず一番左側の図面をご覧ください。事業を実施しなかった場合には、この黄色い部分がまず

砂浜が侵食されるという想定をしています。また、高潮等の影響により水色の部分が浸水す

るんだという想定であります。山元海岸と岩沼海岸、どちらも同傾向ということでございま

すが、先ほど来説明しております山元海岸につきましては、いちご団地というのがかなり赤

い部分で抜き出した部分、こういったところにかなり高付加価値の農産物が栽培されている

ということでございます。 

  以上を考えてＢ／Ｃを再度算定してございまして、その結果といたしまして、Ｂ／Ｃは前回

の１．３から１．２へ減少しております。一方で残事業Ｂ／Ｃは、先ほど道路のほうであり

ました話と同様なんですけれども、事業区間は当該事業についても変えていません。また、

全体事業費も変えていないということから、事業費を投入した結果、残事業Ｂ／Ｃは上がっ

ているということであります。感度分析は下の表にあるとおりでございます。 

  後に、１１ページ、１２ページにつきましては、いわゆる緑の防潮堤に関する整備効果の

試算でございます。前回ご審議いただいた際にも、こういったマニュアルが確立されていな

い手法についていろいろ調査研究を進めてほしいというご指摘をいただいておりました。現

段階でもう一度 新情報を確認したところ、新たな知見というのは出てきていないというこ

ともあり、前回の被害分析と同様の手法により今回の現地の状況を反映した試算を再度行っ

ております。 

  その結果といたしまして、１２ページを見ていただきますと、Ｂ／Ｃは先ほど防潮堤のみま

いりますと全体が２．９ということであります。その他のヘッドランドでありますとか養浜

でありますとか、こういったものを加えた全体の事業として試算してみますと１．３という

ことになります。ヘッドランド等、単体でのＢ／Ｃは１．２でございましたので、それに対

して０．１増加するという傾向になっているということでございます。 
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  説明は以上です。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明でご意見、ご質問お願いします。 

○黒沢委員 ちょっと専門にも関わるところなので多少お時間いただければと思いますが、まず、

すいません、そもそも論なんですが、防潮堤はそもそも海岸防災林の後ろか中につくるべき

だったと思います。サイズを小さくできましたし、海岸防災林の整備とあわせると多分コス

トもかなり軽減できるんじゃないかと思いますし、あと内陸への樹木の流入を抑えることが

できますので、災害への強さもかなり軽減できたんじゃないかと思います。 

  これは国土交通省だけの問題ではないんですが、縦割り行政の悪い面が出たかなと思います。

縦割り行政は迅速な対応ができるとか、あるいは責任の所在がはっきりするという、いい面

もあるんですが、今回の海岸の防災設備の復旧事業に関しては、せっかく復興庁などをつく

ったのにほとんど機能せずに、こういうふうにばらばらに設備をつくっていく。しかも、本

来あるべきところではなくて、逆転させてしまったというところは大きな失敗だと思います。

これは海岸防災林の専門家も言っているところです。なので、この事業ではもう無理なんで

すが、次に全国的にいろいろ整備するときは、ここで言ってもしようがないんですが、国と

してどの位置に防潮堤をつくるのがよいのか、それは林野庁とどう協力しながらそれを実現

していくのかということをきちっとやっていただきたいと思います。 

  それから緑の防潮堤に関してなんですけれども、緑の防潮堤という発想自体は非常にいいこ

とかと思います。まだ日本では余り入ってきていませんけれども、先進国なんかで取り組ま

れているグリーンインフラストラクチャー等にも通じる取り組みだと思います。現在、減災

のみを目的としていますが、本来、自然再生とか生物多様性の保全というのも別途目的に行

うべき事業だと思いますので、その点の便益なんかも考えていくべきかなと思います。そう

いった意味で、減災のみで事業評価している点というのはちょっと違和感を覚えたというこ

とと、減災のみを目的とすると、本来こういった事業によって大きく改善される景観とか自

然再生という点が評価されずに、余り生かされない事業になってしまう可能性があるので、

その点、今後別途考えていただけたらと思います。 

  あと１つ質問なんですが、今回の緑の防潮堤というのは木本を植樹することを想定していま

すけれども、今回の事業、例えば１万２，０００メートル緑の防潮堤をつくったときに、維

持コストというのはどのぐらいかかるかというのは試算していますでしょうか。 

○河川計画課建設専門官 維持コストでございますけれども、緑の防潮堤の導入をするときに、
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維持コストに関しましては基本的に余りかからないというお話をいただいていまして、そう

いうことで今のところ見込んでいるお金はございません。ただ、説明の中でもありましたよ

うに、これからのモニタリングの中でその辺も十分に検証して、適切なときにそういうこと

も反映させていかなければならないと思っております。 

  もう一つは、実際、今、植樹会とかやっている中で、ボランティアの方を募ったりとか、あ

とは苗木の提供を受けたりとか、あと今の盛り土というのが工事の残土を使ったりといった

形で、なるべく当初の考え方のとおりお金がかからないような形にしていこうというふうに

はやっております。 

  いずれ早急に今進めていこうという段階ではなくて、このモニタリングフィールドで得られ

た知見をもとに適切な形にしていかなければならないと思っていますので、その辺について

は今後検討していきたいと思っております。 

○河川部長 河川部長でございます。１点目と２点目でございますけれども、１点目のほう、そ

もそも論、縦割りも含めて、東日本大震災のときにそういったさまざまな課題が指摘されて

いるということについては先生ご指摘のとおりです。今後のそういった震災だとか災害後の

復旧のあり方というようなところに対して、東北からもそういった現状というか、そういっ

た実態として急がないとだめな中でどういったものがベストかというような議論に貢献でき

るような仕様にさせていただきたいと思います。 

  ２件目の景観の話でございます。これも先生ご指摘のとおりでございますけれども、まず余

り日本で、静岡のほうで一部やっている例はあるんですけれども、まだそういったものが定

着していないということもあって、私どもそういった植樹会等も通して、どういったものな

んだというものをまず周知する時期だと思っておりまして、もちろん維持管理コストの低減

のための研究とかマニュアルとかもつくるんですけれども、実際にこういったモデルケース

をつくっていただいて、緑の防潮堤というのは景観にこのように寄与するんだというところ

も見えるような形にした上で、手法についてはまだ決めていませんけれども、例えばＣＶＭ

に似たようなアンケート方式でこういった評価を得ていただくというようなことについては

次回の評価に向けて努力をさせていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○黒沢委員 維持コストの点なんですけれども、 初、維持コストがほとんど要らないと判断し

たのは、そこが常緑樹林に植えればなるという前提だったと思うんですが、私が欠席した委

員会で意見の書類をお送りしましたように、東北地方で砂浜の全面に常緑樹林ができるとは、
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生態学者のほうでは考えておりません。現在ネットをして風等を防いでかなり保護しながら

やっているので大丈夫だと思うんですが、ネットを越えて大きくなることはないと思います

し、それを考えるとクロマツ林ということになるんですが、クロマツの維持コストに関して

は多分、林野庁等に問い合わせればどのくらいの面積だと幾らぐらいかかるかというのが簡

単に算出できると思います。それはかなりのコストなはずですので、そうすると、つくった

のはいいけども維持できないということになりかねないと思います。 

  そもそも、本来海岸では砂浜があって、そのバックに海浜植生、草本の群落があって、海岸

の草原があって、その後ろに低木があって、その後に大きくなれない松のやぶがあって、そ

の後ろから高木の松が生えるという構造になっています。多分コストを本当にかけないよう

にするには、そういった自然の植生を真似したような形でやらざるを得ないのかなと思いま

す。 

  現在、常緑広葉樹かクロマツ林かという二者択一で試験をしているんですけれども、これに

関しては、意見を聞いた生態学者の多くはやはりもう一つ砂丘植生の試験をすべきではない

かという意見がほとんどというか、ほぼ全員そういった意見でした。そのときに保全の現場

でよくやられるのは、現地の砂を工事のときにとっておいて、それをまき出すという方法を

とって、そのもともとあった砂に含まれる種子で本来の植生を復元するという手法がありま

す。それはかなり、砂浜ではそれほどないかもしれませんが、いろいろな植生で行われてい

ます。 

  そういった方法も砂丘植生の草本なんかも試験に加えて、一番問題はそれによって砂が保持

されるかですとか、減災効果が減少しないかということだと思うんですが、そういったもう

一つの方法もきちんと試験をしていただければと思います。その点ちょっとお願いしたいと

思います。 

○奥村委員長 どちらかというと進め方に対してのご意見でしたので。 

  そのほかございますか。浜岡委員。 

○浜岡委員 １つだけ聞かせてください。１０ページになります。平成２５年前回と平成２８年

今回の費用対効果分析をされた結果が示されています。費用で②のところなんですが、維持

管理費が前回では１６．２億円ということですが、今回それが１．６億円ということで、い

わば１０分の１になったということなんですけれども、これはどういう工夫によってこのよ

うになったかというのを教えていただきたいと思います。 

○仙台河川国道事務所長 これは全国ルールの一部なんですけれども、従来、全国一律で単価を
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決めていたんですが、やはり地域地域でそれぞれ工夫があって、実績となっている単価もあ

るんでしょうということで、今回から宮城県等が実際に現場で海岸管理に関して導入してい

る維持費を調査いたしまして、それを反映した結果こういった額になっているということで

ございます。 

○浜岡委員 わかりました。そうしますと、前回のときは実際ではなくてこれぐらいかかるかも

しれないというような見積もりで行われていたということで、いわば経費を多く考えていた

ということになるんでしょうか。はい、わかりました。どうもありがとうございます。 

○奥村委員長 そのほかありますか。どうぞ。 

○成田委員 時間も押しているのであれですか、あんまり…… 

○奥村委員長 いえいえ、大丈夫です。 

○成田委員 今の黒沢委員のお話からちょっと重複する部分で大変恐縮ですが、今回の事業を拝

見していまして、今までずっと国土の開発というところで私どもにとっては非常に豊かな社

会を築いてこられたんだなというふうにもちろん感謝を思うところでございますが、一方で、

戦後スタートしてから７０年経って今があって、これから先のことを考えたときに、やはり

人間と自然がどうやって共存していくかというその保全という部分については今までとは全

く違った視点で考えていかなければいけない時代に入っているのではないかなというのが、

時代の流れの潮流の今のエポックだと感じています。ですので、保全に対するコストとか将

来に対する影響というのは、より一層重要なファクターとして今後考えていく必要があって、

それに対して適切な投資、投資するための先ほど黒沢委員がおっしゃったような林野庁との

情報の共有とか、私たちがどういった豊かな社会をつくっていくかということをしっかりと

考えていって、それを数字で国民にお示しするというのは非常に大事なことではないのかな

と思いましたので、一言だけ申し添えたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

○奥村委員長 重要なご指摘をいただいたと思いますので、ご検討ください。 

  それでは、この重点事業１件について、原案どおり事業継続ということでよろしいでしょう

か。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは、河川再評価の報告事項が５件ありますが、一括で簡単にご説明いただければと思

います。 

○河川調査官 河川調査官の野仲でございます。座って説明させていただきます。 

  資料８－１をご覧ください。１ページめくっていただきまして、１枚目に今回、現在までに

今年度再評価をやった箇所が５カ所ございまして、黒い文字の１番が河川改修事業の再評価
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を行ったところ、青い文字の２番から５番が環境整備事業の再評価を行ったところでござい

ます。 

  ２ページ目に、その５事業の再評価の結果一覧をまとめております。 

  １番目の高瀬川直轄河川改修事業におきましては、資料８－２をご覧ください。１ページ目

に、高瀬川直轄河川改修事業〔事業概要〕と書いてありますが、そこの真ん中右側に、今後

の事業スケジュールとございます。小川原湖の洪水から人命、財産を守るために、堤防の量

的整備と放水路の拡幅事業というものを行います。現在までに堤防の量的整備は終わってお

りまして、現在は放水路の拡幅事業について調査設計を行っているところでございます。 

  Ｂ／Ｃにつきましては、資料８－１の一覧表を見ていただきますと１．７でございまして、

１以上ありますということでございます。また、委員会の中での主な意見というものがござ

いまして、小川原湖の河口部に砂州が時々できて、河口が閉塞するということがございます

ので、その閉塞した場合にはきちんと維持管理をしていただきたいという意見がございまし

た。審議結果は事業継続ということでございます。 

  続いて２番目、高瀬川総合水系環境整備事業でございます。８－２の２ページ目の事業概要

をご覧ください。同じ高瀬川、小川原湖でございますけれども、真ん中右の今後の事業スケ

ジュールを見ていただきますと、水辺整備ということで、小川原湖の利用環境を推進すると

いうことで、遊歩道、管理用通路等の交流の場を整備するというもので、それは平成２０年

度に終わっております。現在は水環境整備ということで、小川原湖の水質が現在悪化傾向に

ありますので、この悪化を食いとめて、できれば改善傾向に持っていきたいということで、

養浜工、覆砂、ウェットランド、塩水対策等の事業を行っております。 

  Ｂ／Ｃにつきましては、８－１の２ページ目、一覧表に戻っていただいて、３．１というこ

とです。委員会での主な意見としましては、維持管理のしやすさも含めて整備の方法を考え

ていただきたいという意見をいただいております。審議結果は事業継続でございます。 

  続きまして、３番目、馬淵川総合水系環境整備事業でございます。８－２の３ページ目の事

業概要をご覧ください。こちらも真ん中右の今後の事業スケジュールを見ていただきたいん

ですが、水辺の整備と。高水敷にせせらぎ水路をつくったり、ワンドを整備したりして、レ

クリエーション、環境学習の場を創出するというもの、そちらは平成１８年に終わっており

ます。現在は自然再生ということで、河口から２．６キロ地点にあります馬淵大堰に魚道を

整備しているところでございます。 

  Ｂ／Ｃにつきましては、８－１の２ページ目に戻っていただいて、６．４ということでござ
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います。委員会での主な意見としましては、水辺整備で行った水辺の楽校については子供が

水辺で安全に自然観察ができる貴重な場であるため、引き続き適切に管理していただきたい

という意見をいただいております。審議結果は事業継続でございます。 

  ４番目、北上川総合水系環境整備事業でございます。８－２の４ページ目の事業概要をご覧

ください。これは北上川の上流から下流までの水辺整備と自然再生事業を行っているところ

でございまして、現在実施中なのが、盛岡地区と石巻地区のかわまちづくり、北上川上流と

下流部の自然再生でございます。 

  Ｂ／Ｃにつきましては、８－１の一覧表に戻っていただいて、２．９と。また、主な意見と

しましては、水辺を利用することは大事なんですけれども、河川は数年に一度あふれるとい

う治水の認識も持ちつつ、治水・利水・環境の調和に対して地域の合意形成を得つつ進める

ことが重要という意見をもらっております。審議結果は事業継続でございます。 

  後に５番目、米代川総合水系環境整備事業でございます。５ページ目の事業概要をご覧く

ださい。こちらは水辺整備ということで、河川に親しみやすく、利用しやすくするという整

備でございます。現在は２地区継続しておりまして、根下戸地区のかわまちづくりと、来年

度から新規で二ツ井きみまち地区かわまちづくりというところに着手します。 

  Ｂ／Ｃにつきましては、２．４ということでございます。主な意見としましては、来年度か

ら整備を始めます二ツ井きみまち地区かわまちづくりというのは隣に道の駅もありまして、

その前面に高速道路のインターチェンジもできる予定でございます。ということで、高速道

路利用者がかわまちづくりの場所を通過することなく、ぜひ高速道路からおりて利用してい

ただくような工夫をしていただきたいという意見をいただいております。審議結果は事業継

続ということでございました。 

  以上、河川の再評価５事業の報告でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明に対してご質問ありますでしょうか。よろしいですか。 

  では、報告事項ということですので、河川の報告事項については終わります。 

  以上をもちまして、本日の審議、報告の案件は終わりましたので、審議結果の取りまとめを

これからしていただきますので、その間、５分程度休憩をとりたいと思います。 

 

－ 休憩 － 
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○奥村委員長 では、今配っていただいたと思いますが、本日の開催結果のまとめについて確認

をいたしますので、事務局からお願いします。 

○司会 それでは、配付しました審議結果の資料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４回委員会を平成２８年１１月２９

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 

    ●三陸沿岸自動車（登米～釜石） 

    ●一般国道４号金ヶ瀬拡幅 

    ●一般国道１０８号古川東バイパス 

   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。 

   ・今後、長寿命化や維持管理費の削減の効果把握に努めること。 

   ２）河川事業 再評価 審議結果 

    ●仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業費 

   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。 

   ・緑の防潮堤については、今後の維持管理費の把握に努めること。 

  ２．委員会報告事項について 

   ・再評価報告 

     高瀬川直轄河川改修事業 

     高瀬川総合水系環境整備事業 

     馬淵川総合水系環境整備事業 

     北上川総合水系環境整備事業 

     米代川総合水系環境整備事業 

  以上について、各学識者懇談会、河川整備委員会による再評価の審議結果報告があった。 

  以上でございます。 
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○奥村委員長 ただいまの議事概要について、これでよろしいでしょうか。 

○河野委員 緑の防潮堤についてですけれども、今後の維持管理費や防災以外の便益についても

把握に努めることみたいなものは必要ないですかね。景観とか生物多様性とか、そういう話

があったかと思いますが、いかがでしょうか。 

○奥村委員長 そうですね。もう一度お願いします。 

○河野委員 防災以外の便益についても、具体的に景観とか生物多様性を書いてもいいと思いま

すが、そっちを書いたほうがいいですかね。 

○黒沢委員 書いたほうが…… 

○河野委員 景観や生物多様性の便益把握に努めることと。 

○司会 緑の防潮堤については、今後の維持管理費や景観…… 

○河野委員 生物多様性。 

○司会 生物多様性等の便益の把握に努めることでよろしいでしょうか。 

○黒沢委員 多分、防災以外というのは大事だと思いますので、景観や生物多様性など防災以外

の便益の把握としたほうがいいかと思います。 

○司会 景観や生物多様性等の防災以外の便益の把握に努めると。 

○黒沢委員 よろしいですか。道路事業のほうでなんですが、把握に努めていただいただけで委

員会に出てこないと困るので、効果把握し、委員会で提示することに努めることというふう

にして、できるだけこの委員会に出していただけるといいんですが、いかがでしょうか。 

○奥村委員長 どうですかね。１個は短期的な意味もあるけれども、効果把握を本当は先ほどの、

何ですかね、全国的なこの仕組みに反映させるように努力していただかないといけないです

よね、本当はね。 

○黒沢委員 そうですね、それのほうが大事ですかね。 

○奥村委員長 この委員会にどうこうということではないんだと思うので、効果把握に努め、事

業評価にきちんと取り入れろということなんですけれども、事業評価に反映できるよう努め

ることという感じなんですね。 

○司会 今後、長寿命化や維持管理費の削減の効果把握に努め、事業評価に反映できるよう努め

ることでいいですか。 

○奥村委員長 効果を把握し、事業評価への反映に努めると。 

○司会 はい。効果を把握し、事業評価に反映できるよう努めること。 

○奥村委員長 そうですね。 
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○黒沢委員 あとすいません、もう一つ、緑の防潮堤のほうなんですが、できたら樹木以外の植

生というのも考慮に入れるべきだと思いますので、これは強く主張したいと思いますので、

皆さんのご了承を得られればですが、砂丘植生など樹林以外の植生も検討することと、比較

検討することと、そういったことを入れていただけるとうれしいです。 

○奥村委員長 具体的すぎないかどうかなんですけれども、要は生物の使い方に別の方法がある

可能性があるから、それも広く検討しろということですよね。 

○黒沢委員 というか、樹木だと非常に維持管理コストがかかるか、あるいは常緑広葉樹だとそ

もそも成立できない可能性があるというか、多分、現在の生態学の知識では今比較している

常緑広葉樹林だったら多分成立しないでしょうし、クロマツ林でしたらかなりの維持コスト

がかかるはずなので、それを避けるために砂丘植生など樹木以外の植生も検討し、比較する

ことということを入れていただく。砂丘植生がどれだけ効果があるかということ自体もわか

っていないので、あくまで生態学からの、植生学からの知見で言っているだけですので、こ

れを公共事業としてやるときにはちょっと不確定要素がありますので、比較の材料にはした

ほうがいいかなと。 

○奥村委員長 そうすると、植生の内容をもう少し広く検討しろということですか。 

○黒沢委員 いや、多分もう選択肢はほかにはないと思います。 

○奥村委員長 もうないんですか。 

○黒沢委員 多分やるとしたら砂丘植生か、今やっている常緑樹木ですね。 

○奥村委員長 私どもとしては専門家が今、黒沢先生しかおられないので、それがどの程度確立

された話なのかというのがわからないので…… 

○黒沢委員 本当はだからその点をやりとりしたかったんですが、時間がなくて質疑応答になら

なかったので、私が言いっぱなしになってしまったので。 

○奥村委員長 だから植生内容について引き続き検討し、とかというのではだめなんですか。今

の木がいいのか、ほかのものがいいのかということが私どもとしてはちょっと理解しがたい

んですけれども、しがたいというより難しいので、この委員会としては要するに植生の内容

等についてさらに検討しろと。具体的にはそれはまた議論して進めていただければいいと思

うんですけれども、これがいいということを我々は判断できないので、植生内容の検討を加

えというか、そういうことを入れさせていただくということでよろしいですか。 

○黒沢委員 まあ、それでちゃんといくならですね、はい。 

○奥村委員長 では、緑の防潮堤については植生内容等を検討し、今後の維持管理費、景観や生
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物多様性等、防災以外の便益の把握に努めることということでお願いします。 

  ほかはよろしいでしょうか。 

  では、以上のようにいたします。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 長時間のご審議、ありがとうございました。 

  後に、局長からよろしくお願いします。 

○局長 長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

  今日は道路も河川もと、かなりいろんな深い議論やご提案をいただきました。さらに引き続

きご指導いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○司会 長時間にわたり、ありがとうございました。 

  これで第４回の委員会を終了いたします。 

  お疲れさまでございました。 


