
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第５回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２９年２月２８日（火曜日） 

    １５：３０～１７：１７ 

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） お疲れさまでございます。 

  これから平成２８年度東北地方整備局事業評価監視委員会（第５回）を開催いたします。 

  本日はお忙しい中、委員の皆様方ご出席を賜りましてまことにありがとうございます。本日

もよろしくお願いいたします。 

  それでは、これ以降、着座で進めさせていただきます。 

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

の撮影は冒頭のみとなりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

  本日の配付資料ですけれども、配付資料一覧がついているかと思います。もし不足などござ

いましたら、審議の途中でも結構ですので、お手を挙げていただければ事務局のほうでお届

けしたいと思います。よろしくお願いします。 

  本日は、河野委員、竹内委員が所用のため欠席となりまして、１１名中９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（地方事業評価管理官） 初めに、本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。よろしくお願いいたします。 

○局長 委員の皆様方、年度末でたいへんお忙しい中お集まりいただきましてありがとうござい

ます。今日は、今年度第５回ということになりますけれども、ご審議よろしくお願いしたい

と思います。 

  間もなく東日本大震災から丸６年ということになります。委員の皆様方の日ごろからのご指

導もあり、復旧・復興のほうも順調に進んできているのではないかと思います。 

  先週の土曜日、それから、今週の土曜日も、河川の復旧・復興というのでしょうか、もとも

と４メートルぐらいあった河口部の堤防が８メートルぐらいの高さになるのですけれども、

宮城県の３河川、北上川、鳴瀬川、阿武隈川の河口部の完成式典がございます。また３月に

なりますと、道路、港湾、復興のための公園の着工式などの行事も増えるような状況でござ

います。復興期間はあと４年ということになっていますから、来年度以降も引き続き、皆様

のご指導を頂戴しながらしっかりと進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  今日は、年度末ということもありまして、事後評価について、それから、報告事項として河
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川の関係で幾つか案件がございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○司会（地方事業評価管理官） 報道関係の方にお願い申し上げます。これ以降の写真、テレビ

カメラ等の撮影はご遠慮をお願いいたします。 

  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。よろしくお願いします。 

 

３．審 議 

○奥村委員長 それでは、早速ですけれどもこれより審議を行います。 

  本日も、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、事後評価４件の審議を行いますので、道路事業については、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。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１月２４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。 

  今回の事業評価の対象でございます道路事業４件につきまして、事業の規模、整備効果の発

現状況、周辺の道路ネットワークの整備状況等を踏まえまして、日本海沿岸東北自動車道

（温海～鶴岡）を重点審議事業、その他３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、事業担当部のほうから今回の審議案件全体の説明をお願いいたします。 

○道路計画第一課長 道路計画第一課の金森と申します。本日はよろしくお願いいたします。以

降、座って説明させていただきます。 

  まず、資料１をご覧ください。今回の事後評価でございますが、道路事業として４件ござい

ます。まず１件目でございますが、先ほど言った重点審議の日本海沿岸東北自動車道の温海

～鶴岡間になります。その他、青森県、一般国道４号土屋バイパス、一般国道７号青森西バ

イパス（Ⅱ期）、一般国道７号鶴岡バイパスの４事業となっております。表につきましては

いつもどおりの表でございますが、左から、事業名、評価対象理由、前回評価、事業の概要、

事業費、交通量、費用便益比、主な整備効果、対応方針（案）ということでまとめさせてい

ただいております。 

  今回、事業費につきましては、４件とも何かしら減少しているというのが特徴でございます。
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上に括弧で【完成】【暫定】がついております。資料３－１の事業、資料３－３の事業につ

きましては、完成型での整備から一部暫定型での整備に変更したことによって事業費も減っ

ていると思ってください。一方、日本海沿岸東北自動車道と一般国道７号につきましては、

もともとの再評価時点の事業費見込みよりも低く抑えての完成となっております。 

  続きまして交通量でございます。大きく変わっているところを説明させていただきます。 

  まず、日本海沿岸東北自動車道でございますが、Ｈ４２将来交通量の欄をご覧ください。前

回推計値が１万７，０００台に対し、今回推計値が約１万３，０００台となっております。

変化要因につきましては、変化要因という欄に書かせていただいております。ここについて

は、マイナス要因と書かせていただきましたが、将来ネットワークの設定に変更があり、前

回推計値はフルネットでしたが、今回推計値はＨ２８事業化ネットによって計算しています。

何を変更したかというと、日本海沿岸東北自動車道の車線数が、もともと４車で推計した部

分が多かったのが２車に変わった部分が多かったため、もともと日本海沿岸道に流れていた

交通量の一部が縦貫道に流れるという転換が発生しているといったことでございます。 

  その他につきまして、３－２の青森西バイパスですけれども、前回推計値が２万７，０００、

今回値が２万４，０００となっております。ここでも変化要因に記載しておりますが、将来

ＯＤ表の変更によるもので、前回推計値は平成１１年のセンサスベースということで、将来

交通量がどんどん右肩上がりで伸びてくる推計を用いておりましたが、Ｈ１７センサスベー

スにすることによって低く抑えられているといったことになります。 

  また、Ｈ２８交通量でございますが、Ｈ２８交通量とＨ４２交通量を比べて大きく差がある

ところについては日本海沿岸東北自動車道が該当すると考えております。今、７，５００台

程度の交通量がのっております。ここは、日本海沿岸東北自動車道がまだ事業化の区間が多

くて、高速道路ネットワークとしてまだネットワークつながってない状態でございますので、

そういった意味でまだ交通量が推計値よりのっていない状況でございます。 

  費用便益比につきましては、全部１を超えている状態でございます。 

  主な整備効果につきましては、また個別に説明させていただきたいと考えております。 

  対応方針（案）といたしましては、前回の事後評価の委員会のときにご指摘のあったように、

まだＨ２８交通量とＨ４２将来交通量に差がある日本海沿岸東北自動車道につきましては、

なお書きをつけさせていただきまして、今後のネットワークの完成と社会状況等の変化に応

じて改めて事後評価を実施するという文言を書かせていただいております。 

  また、土屋バイパス、３－１の事業、３－３の事業につきましては、一部暫定の部分があり
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ますので、今後、社会状況等の変化に応じて完成形の整備を検討するといった文言も記載さ

せていただいております。 

  対応方針（案）については以上でございます。 

  今回、重点審議、要点審議ございますが、対象件数が４件とあまり多くないこと、また、各

事業、いろいろ事業の性質が異なるものでございますので、全て個別に説明、審議していた

だければというふうに考えております。 

  まず、日本海沿岸東北自動車道温海～鶴岡間の説明に入らせていただきます。 

○酒田河川国道事務所長 酒田河川国道事務所長の藤原でございます。 

  それでは、日沿道の温海～鶴岡間についての説明を座ってさせていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  まず、事業の目的ということで主に３つ、信頼性の高い道路ネットワークの充実、観光地へ

のアクセス向上、広域的な物流支援を掲げておりました。 

  計画概要です。右の図をご覧ください。あつみ温泉インターを起点に鶴岡ジャンクションま

で、延長２５．８キロ、途中３つのインターチェンジを経由して鶴岡ジャンクションで山形

道と接続します。道路企画、設計速度等につきましては記載のとおりでございます。平成２

４年３月に全線開通しております。 

  ２ページをお願いします。日沿道の全線の進捗状況です。赤が当該区間、青が事業中、山形

道、秋田道との重複区間を除きますが、約３２２キロのうち開通済みは７４％となっており

ます。 

  ３ページをお開きください。整備状況の写真でございます。一番右が国道７号の越波の状況

でございます。 

  ４ページをお願いします。新聞掲載記事の抜粋です。真ん中は開通１週間後、ダブルネット

ワークの効果について、右は１年後、交通事故の減少、観光客の増加について取り上げられ

ておりました。 

  ５ページをお開きください。ここからは事業効果の発現となります。利用交通量の状況です。

右の図のとおり、開通前と比較して、現在、断面交通量で約１割増加の約１万２，０００台、

そのうち約６割の７，４００台が日沿道を利用しております。また、下の図は月別の平均交

通量を示しておりますが、あつみ温泉、加茂水族館など観光地も多いことから、特にゴール

デンウィーク、夏休みに休日交通が多い傾向となっております。 

  ６ページをお願いします。こちら旅行速度、時間短縮に着目しておりますが、あつみ温泉か
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ら鶴岡市中心部で、開通前の７号と比較して速度は１５キロ向上、所要時間は７分短縮の２

０分とアクセスが向上しております。 

  ７ページをお開きください。交通事故の減少について整理しております。 

  下の左の図をご覧ください。交通量の変化は先ほど説明したとおりでございますが、事故件

数は、開通前後３年の比較で、開通後は日沿道も含めて約４割減少、また、右の事故類型で

は、追突事故が大幅に減少しております。開通前は５件あった死亡事故が、開通後は発生し

ておりません。 

  次、８ページをお願いいたします。ダブルネットワークの効果に着目しておりますが、左の

図で開通前に現道７号で通行止めになった際は、この水色の国道３４５号経由で大幅な迂回

が生じておりました。右のグラフのとおり、開通前は、自然災害やスタックなど道路の脆弱

性による通行止めが多く発生しておりましたが、開通後は、日沿道を含めて減少し、双方が

代替路線の役割を果たしております。 

  ９ページをお開きください。広域観光の変化に着目しております。 

  左の図は、あつみ温泉の観光客数を示しておりますが、開通前と比較して、平成２７年で約

１．５倍、１２万人増加しております。また、観光消費額では約１．３倍の約９億円の増加

と試算しております。 

  真ん中の円グラフは、あつみ温泉と酒田中心部の移動経路を分析したものですが、日沿道利

用が８５％と高くなっております。 

  また、右の参考として示したあつみ温泉来訪者のうち、酒田市の山居倉庫への立ち寄り状況

を混雑統計から分析したものですが、これはあくまでも推計でございますが、このように増

加傾向にありました。 

  １０ページをお願いいたします。物流支援ということで、企業ヒアリングの中で航空機の厨

房設備の部品を搬出している会社からのコメントでございます。日沿道の整備を見越して増

設された新潟工場に、それに対応する取引量の増加がなされたということで、１日の輸送便

数も増加、品質の向上、ドライバーの負担軽減につながっているということで輸送の効率化

についてのコメントをいただいております。 

  １１ページをお開きください。事業効果発現の 後となりますが、救急搬送についてでござ

います。円グラフは、あつみ温泉地区からの救急搬送の実績を示しておりますが、年間約１

３０件程度あるこの荘内病院あるいは日本海総合病院への搬送の約９５％が日沿道を利用。

時間短縮も図られ、１分１秒を争う中、救命率の向上につながっているというコメントもい
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ただいております。 

  １２ページのコスト縮減の取り組みでございますが、捨土運搬として当該事業地内での処理

に見直しできたことから、約３２億円のコスト縮減が図られております。 

  後１３ページをお開きください。 

  ５番については、冒頭説明したとおりでございます。 

  ８番の対応方針（案）でございます。事業の目的に対する効果を概ね発現しており、現時点

では今後の事後評価及び改善措置の必要性はない。なお、今後のネットワークの完成等、社

会状況等の変化に応じて改めて事後評価を実施するということにしております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○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意見、ご質問ありますでしょうか。いかがですか。 

○浜岡委員 浜岡です。質問させていただきます。 

  日本海沿岸東北自動車道の温海～鶴岡区間が開通して、おおまかに見ると想定された効果が

出現したというのは、説明を聞いてよくわかりました。 

  少し細かいことになるかもしれませんが、資料の６ページで、右下のグラフで所要時間の変

化ということで７分短縮したというふうに出ております。これについてですけど、費用便益

分析をする際に、所要時間の短縮効果というので見積もりを出しますよね。それを足し合わ

せてＢ／Ｃの一部Ｂとするわけですが、この７分短縮というのは、想定どおりの短縮であっ

たのか、それとも想定よりもさらに短縮が大きかったのかとか、そのあたりもしわかりまし

た教えていただきたいと思います。また、交通安全については、事故ゼロ件ですから、多分

想定したものよりも多く減少したということになると思うのですが、そのあたり、もし数字

としてお持ちであれば感触を聞きたいと思います。よろしくお願いします。 

○酒田河川国道事務所長 分析に使った細かい数字については今手元にございませんが、現道の

これまでの旅行速度の５５キロと、この日沿道は７０キロ規制ですので、７０キロとした所

要時間の際に現道の交通量を掛けたものがほぼ、便益の算出の基礎となっています。この５

５キロというのは、鶴岡西インターから７号経由であつみ温泉インターまで入っていくとこ

ろの比較をしているものですから、実際の７号との比較には直接イコールにはならないと思

いますけれども、概ね７号も５０キロ程度の旅行速度であったことから、それに近い便益に

なっているのかなというふうには思っております。 

○浜岡委員 資料１で、交通量が推計値として実測値、ほぼ変わらない値になるということで、
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大まかに想定された結果であるということでよろしいんでしょうか。 

  今回これは自動車専用道ですけど、バイパスだと、当初は所要時間が短くなるんですが、沿

道への立地が重なることで所要時間が元に戻ってしまう、一度上昇した値が下がってしまう

という傾向もよくありますので、そうならないようにずっと目を光らせていただきたいなと

いうことを思っておりました。どうもありがとうございます。 

○奥村委員長 そのほかどうでしょう。では私から。 

  利用の形態を見ますと、先ほど説明ありましたようにゴールデンウィークとか夏休みの期間

の交通量が多いということですけれども、そうすると、例えばＢ／Ｃとかは、どちらかとい

うと年間の平均的な交通量に対して計算していると思います。こういうピーク時において、

今まではものすごく渋滞してたんだけれども今回は渋滞がなくなったとか、そういうような

平均ではなかなか捉えられないような効果というのも出てるかもしれないんですが、実態と

して何かそういうことはわかってますでしょうか。 

○酒田河川国道事務所長 実態としてつかみ切れているところというのはございませんが、やは

りこういう特殊な夏休みであったりゴールデンウィークであったり、そういった交通量の多

いところを標準としてはＢ／Ｃの算出はしてないというふうに理解しております。 

○奥村委員長 Ｂ／Ｃの算出をしてくれということを言っているわけではなくて、むしろ以前の

ピーク時に起こっていたような問題を効果的に解決できているかどうかとか、あるいは逆に、

今回の範囲でも、例えばアプローチの部分とかが少しまだ不十分で、せっかく本線上はちゃ

んと走れてるんだけれども、もう少し手を加えるとアプローチの部分での混雑がもう少し解

消できるとか、そういうような状況があるなら、追加的な計画もこれから考えないといけな

いと思います。新規や継続の事業評価をする段階は、当然事業を始める前ですから、その段

階では何が起こるかなかなかよくわからないんですけど、事後評価の段階ではむしろそうい

う実際に起きていることを細かく見ていただいて、思ったようになっているのかどうかとい

うことを確認していただくのがいいのかなと。またほかのところに役に立つかもわかりませ

んので、もしわかればまた調査をしておいていただければというふうに思います。 

  そのほかどうでしょう。 

○北林委員 ７ページの右下の事故類型の変化ですが、事故の数そのものは減っていますが、事

故別の割合が変わっています。気になりますのは、追突事故の減少に対して、出会い頭の追

突事故が全然変わっていないということと、車両単独の事故が、むしろ、数も割合も増えて

いるということで、これは道路の形状に問題があるのではないかという気がいたしますが、
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どうしてこのようなことになっているのか、分析は終わっているのでしょうか。 

○奥村委員長 お願いします。 

  日沿道では左の真ん中のグラフで８件しか事故が起きてませんから。多分、事業実施後の右

のグラフもほとんどが旧国道７号で起こった事故のはずですが、その上で何かわかっている

ことはありますか。 

○酒田河川国道事務所長 単独の事故が若干多くなっているということで、この１４件のうちの

５件が日沿道で、残りが国道７号ということでございますが、日沿道での発生の月日等を見

ますと、２月ですとかその他の事故ですね、その辺…… 

○道路部長 ちょっとご説明させていただきます。 

  今のご質問にリンクするのは、次の８ページに、同じご質問なんですけれども、事故が減っ

てますよと。だけども、日沿道と通行止めの回数、国道７号で見ると、やっぱり４分の３の

事故に減っていても、赤く表示している通行止めにするような事故があるんですね。３件と

か２件。この辺の分析をしてみると、結局、道路の事故って２つあって、自然災害で波にの

まれたとかスタックが起きたみたいな、道路が脆弱なことによる事故と、ヒューマンエラー

とは申しませんけれども、人為的な要因での事故があります。高速道路の場合、道路条件に

よる事故の件数は減るんですけど、人為的な事故はそれほど減らない。ですから、今までず

っと混んでいる現道をのろのろ走っていて追突事故になっていたのが、高速道路ができてス

ピードが上がって、トンネルのところに入ってしまうと、車両単独の大きな事故を起こした

りする。ですから、事故の件数が減ったから単純に事故の大きさが減っていくというもので

はないようなのです。だから、先生が言われているような、人為的な事故というのはどうし

てもありますから、それこそ２車線で中央分離帯をちゃんとつけるとか、いろんな事故の対

策をしなければいけません。直接のお答えにはなっていませんが、道路の性格が変わって事

故の発生形態が変わっているということがあります。特に、件数が減っても、トンネル内で

発生した大きな事故等が目立っているというのが原因分析でわかっております。 

○北林委員 わかりました。 

  どの道路だったか忘れましたが、今回の資料の中に、新しい道路ができた直後に事故が結構

あって、しばらくしたら落ちついたというグラフがありまして、それに類するものかなと、

今伺っていて思いました。 

○道路部長 おっしゃるとおりです。そういう部分もあるようです。別なところで、それこそ大

内ジャンクションとかでいろいろ見ていますと、やっぱり慣れないときとかビギナーの方が
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来られているときというのは結構事故が多くて、だんだん慣れてきて、それがましてや地元

の人が使っているのが大半だと、当然事故の傾向が減ってきますので、おっしゃっているよ

うな傾向はあると思います。 

○北林委員 いずれ道路の形そのものも、ビギナーでも間違わないように、人間工学というので

しょうか、そういう知見を織り込んでつくっていただきたいと思います。 

○道路部長 よく事故の分析をしながら、反映できるように頑張ってまいりますので、ご指導よ

ろしくお願いします。 

○奥村委員長 ありがとうございます。 

○遠藤委員 ２つ教えていただこうかなと思うんですけれども。効果というのは非常によくわか

ったんですけれども、この１枚目の資料１、将来交通量のところで、将来ネットワーク（マ

イナス要因）の②にＨ２８事業化ネット（日沿道の車線数に変化あり）と書いてあって、確

認したいのは、前の計算では車線数増やしていたんでしょうか、４車線とか。今できたのは、

全幅１２メートルで３．５ｍ、３．５ｍ、対向で２車線ですよね。それをどこかで減らした

ということがもしあれば教えていただきたいことと、事業費１，１１７億円はその２車線に

落としたときの事業費でよろしいかというのがもう一つ。 

  それから、土砂の運搬が近くになって費用が安上がりになりました。これは、具体的にはど

ういうところに持っていったのか。例えば、盛り土に使ったとか、それとも何かほかで引き

受けてくれるところがあったのか、そこだけ教えていただければと思います。よろしくお願

いします。 

○酒田河川国道事務所長 １点目のご質問でございます。車線数が減っている、事業化ネットで

ですね。うちの管内でいきますと、例えば日沿道の鶴岡ジャンクションからの酒田みなとイ

ンター、山形道の一番北のインターですけれども、そこまでが４車で想定していたものを、

今、２車にしておりますし、あとは同じく日沿道の酒田みなとからの遊佐のほうですね。こ

ちらも４車を２車にした箇所がございます。その中で、やはり事業化ネットにしたことによ

って、時間がかかる分、東北道のほうに転換したということになります。 

○遠藤委員 事業費の１，１１７億円というのは、そのとき見直したんですか。 

○酒田河川国道事務所長 これは２車の分でございます。 

○遠藤委員 わかりました。 

○酒田河川国道事務所長 後の盛り土でございますが、事業地内の三瀬インターや矢引のステ

ーションのほうに盛り土として活用させてもらっています。 
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○遠藤委員 わかりました。ありがとうございました。 

○奥村委員長 ほかよろしいですか。ありがとうございました。 

  では、この案件ですけれども、対応方針については特にご意見ありませんでしたので、原案

どおり対応方針（案）をお認めしたいと思います。 

  それでは、次からは要点事業になりますけれども、一般国道４号土屋バイパスについて、事

業担当部から説明をしてください。 

○青森河川国道事務所長 青森河川国道事務所の佐近と申します。本日はよろしくお願いいたし

ます。座って説明いたします。 

  資料１ページをおめくりください。資料３－１の１ページでございます。 

  事業の目的と概要でございます。事業目的は３点ございます。平内町と青森市内における国

道４号の隘路区間の解消による安全性の確保、緊急輸送道路の信頼性向上、交通拠点へのア

クセス強化で活力ある地域づくり支援を今回のこの土屋バイパスにおける事業目的としてお

ります。 

  計画概要でございますが、場所は、青森市の東部に位置します青森県東津軽郡平内町大字中

野から、同じく青森県青森市大字浅虫までの４．２キロとなっております。昭和６０年度に

事業化いたしまして、平成９年度に工事着手、平成２３年１１月に暫定２車で開通をいたし

ました。 

  ２ページをご覧ください。整備状況でございます。 

  左下の図をご覧ください。東西区間につきましては延長４．２キロ、全体を３区に分けて施

工開通いたしました。開通を機に、右下の写真でございますが、ほぼ全ての自動車交通がバ

イパスに転換をいたしました。 

  続きまして３ページをご覧ください。事業効果の発現状況でございます。土屋バイパスと現

道の交通量調査の結果を右下のグラフの上に示しております。こちらご覧いただきますと、

現道からバイパスへほぼ全ての交通量が転換していることがわかるかと思います。 

  続きまして４ページ、渋滞の解消状況でございますが、当該バイパスの終点側にございます

浅虫水族館、こちら年間約３０万人の来館者がございますが、土屋バイパス整備前は、浅虫

水族館の交差点で約４００メーター程度の渋滞が恒常的に発生しておりました。こちらにつ

いて、現在ではこれが解消しております。右のグラフにございますが、渋滞長の変化としま

して、開通前の平成１５年の調査では約４００メートル、こちらが約７割減少して、現在約

１００メートル程度におさまっております。 
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  続きまして５ページをご覧ください。交通事故に関する状況でございます。並行する現道区

間につきましては、急カーブが各所に存在しております。土屋バイパスの開通前は、死亡事

故がたびたび発生しておりまして、大体１０年間で３件程度発生しております。こちら、土

屋バイパスの開通によりまして死傷事故が減少しまして、走行空間の安全性が向上しており

ます。左下のグラフでございますが、大体年平均８回程度事故が発生していたものが、バイ

パスの開通後、年２回程度に減少しております。なお、旧道では全然開通以降、事故は発生

していないという状況になっております。 

  続きまして６ページ、防災関係でございます。土屋バイパスの並行する現道区間につきまし

ては、大雨による土砂災害が過去２回発生しておりまして、全面通行止めが発生しておりま

す。一次緊急輸送道路としての信頼性が非常に低く、左下の図のようにみちのく有料道路を

使って大きく迂回する必要がございます。結果として、通常時の倍の時間程度が必要になる

という状況でございます。土屋バイパスの開通によりまして、災害時におけるリダンダンシ

ーが確保され、緊急輸送路としての信頼性も大きく向上したものと考えております。 

  続きまして、７ページ、住環境の改善についてでございます。 

  右下の写真をまずご覧ください。並行する現道の通学路につきましては、道路幅員が非常に

狭く、大型車が多い状況でございました。また、歩道がないために非常に危険な状況でござ

いました。バイパスの開通によりまして交通がバイパスのほうに転換し、通学路の安全性が

大幅に向上したところでございます。 

  下のグラフにつきましては騒音の状況でございますが、バイパス整備前は現道沿線で昼夜と

もに騒音が環境基準を超過しておりましたが、現在は環境基準内におさまっております。 

  続きまして、８ページをご覧ください。平内町につきましては、水産事業者の割合が非常に

高く、水揚げ高の大部分をほたてが占めておりまして、町を代表する産業となってございま

す。バイパスと一体で計画・施工が進められました平内町の集客施設でございます「ほたて

広場」、真ん中の写真の赤囲いの中にございますが、こちらがオープンしまして、平内町の

産業、観光面での活性化に寄与しております。土屋バイパスは、立地のきっかけとなったほ

か、線形改善でほたての運搬時にも水漏れなどがなくなりまして、鮮度維持にも大きく貢献

したものと考えております。 

  後に４．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化につきましては、事業費について

は、完成１７０億に対して、現時点では完成１７０億。今回は暫定開通ということで１３９．

２億を計上しております。 
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  ７．対応方針。事業の目的に対する効果を十分発現しておりまして、現時点では今後の事後

評価及び改善措置の必要はないと考えております。 

  ただし、社会状況等の変化に応じまして、完成形の整備、４車線の整備を検討する必要があ

るというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  では、ただいまの説明に対して質問等ありますでしょうか。 

○伊藤委員 全体として効果があるということが説明でよくわかりました。 

  細かいことなんですが、４ページの浅虫水族館の入り口の交差点のバイパス、渋滞が減少し

ているというところですけれども、４００メートル、左側のところを見ると１０月６日とい

う調査時点なんですね。右側が１２月１２日ということで、やっぱり水族館であれば１０月

と１２月では観光客の来館者数が違うのではないか。そういう意味では同じ時期に比較して

いただかないと、一概に減ったとは、１２月なら減ったでしょうという感じがしますので、

そこは今後同じ時期に調査していただくというようなことをお願いしたいと思います。 

○青森河川国道事務所長 わかりました。ありがとうございます。 

○奥村委員長 そのほかいかがですか。 

○遠藤委員 多分この道は大変重要な道だったんだなと思うのですが、土屋バイパス４．２キロ

でそれぞれ、２ページですけれども、開通区間、期間が３つに分かれていますよね。それで

私は、例えば用地着手が平成４年で、工事着手が平成９年で、 初の開通が平成１６年。短

い割には結構時間かかってるんですけど、何か事情があったのですか。教えてもらえれば。 

○青森河川国道事務所副所長 すいません、事務所のほうからお答えさせていただきます。青森

河川国道事務所の高橋と申します。よろしくお願いします。 

  当時６０年に事業化したんですけれども、計画を立てて地元と協議をしている段階で、やは

り用地とか協議の関係で少し時間を要した時期がございまして、 終的には全てご了解いた

だいて事業に入ったわけですけれども、出だしの段階でちょっと時間を要したというような

ことを伺っております。 

○遠藤委員 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。 

○浜岡委員 まず、資料なんですけど、先ほど伊藤先生のほうから、調査の時期はできるだけ同

じにしてほしいということがありましたが、写真、例えば４ページの左下の写真ですけど、
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同じ時間帯、同じゴールデンウィークということで、事前と事後をほぼ同じ時間帯で比較し

ているのは、これは非常にいいと思いました。ほかの事業の資料もまだこのようになってい

ないならば、このようにしてほしいなということを思います。非常に比較しやすかったです。

ありがとうございます。 

  それで質問は、このように新しくバイパスをつくった場合に旧道をどのようにするかという

ことです。例えば７ページの写真を見ますと、以前は子供たちがトラックの横を歩くという

ことで非常に危険な空間だったのが、今はもうトラックがいないので、歩行者がいてもよく

なったよということですけど、整備として何かされたことがあるかどうか。例えば意図的に

幅員を狭めるような、もしくは歩道を広げるようなことをして、歩行者主体の道路に切りか

えていったというようなメッセージがあるとか。以前は恐らく車も多かったでしょうから、

信号機もたくさんあったのではないかと思うのですが、それももう取り外して、対策を変え

ていく。対策というのでしょうか、誰のための道路なのかというのを明確にする、そういう

ことが重要ではないかと思うのですが、今回のこの土屋バイパスの事業に関して、旧道を何

か対策されたということがありましたら教えていただきたいのですが。 

○青森河川国道事務所長 旧道につきましては、県道と町道等に引き渡しておりまして、県と町

のほうで管理していただいております。そういった中で、具体的に県や町のほうでさらに改

善をしていただいたかどうかというのは、ちょっと我々も十分情報ないのですが、私が見て

いる限りは、大きな改変はまだされていません。交通量が大きく減ったということで、安全

に通行できるようになったということを十分踏まえて、むしろほかのところに県や町は力を

入れられている可能性が高いかと思います。 

○浜岡委員 わかりました。多分、県なり町が管理主体になってしまうと、予算的にもなかなか

お金も遣うことが難しいのかなと思われますので、新しくバイパスができたときは、もとの

国道のほうも 後にきれいにリノベーションをして移管をするとか、そういうことももしで

きると、移管された町としても、県としても、非常にいいものが残ってきて、さらによくし

ようというふうになるんではないかと思われます。もちろん予算がかかることなので、どこ

までできるかというのはわからないですけど、もし可能性があるのであれば、ぜひともお願

いしたいなと思いました。 

○青森河川国道事務所長 あくまで一般論でございますが、県や町のほうに引き渡す際には、基

本的には、スペック的には道路法に基づいた構造にした上で引き渡すと、それが引き受ける

側に対する我々の責務ということで考えておりまして、おっしゃるとおりだと思います。 
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○道路部長 先生おっしゃるとおりなのです。県と市と町、移管先としては３つあるんですね。

ここでは青森県、青森市、平内町。ここは横がもう海で、山なものですから、多分いじるの

はすごくお金がかかるんです。ただ、おっしゃるとおり、大型車をもう通さないようにでき

れば、今の幅員の中で歩道も増えますし、通学路を指定すれば、恐らく交付金も通学路とい

うことであれば優先的に配分されます。その辺のところは道路法での整備もあるんですけど、

基本は国道、補助国道全部見てこそのネットワークと思っていますので、実際に市なり町の

ほうに、通学路指定もしてもらうとか、警察の協議で大型車を通さないようにするとか、多

少手続はございますけれども、今日の話を踏まえて、予算の可能性も含めて地元にお伝えす

るようには今日の話を踏まえてしたいと思います。 

○奥村委員長 そのほかご意見ありますか。 

○北林委員 今のお話伺って大変心強く思いました。私も同じようなことを考えておりました。

雪国では冬、子供たちが大型車の脇を歩いている風景をよく見ますので、今回そこが配慮の

対象になってバイパスがつくられて、さらに今お答えいただいたようなことが行われれば、

住民にとってこれ以上のことはないと、心強く思います。 

○道路部長 少しかっこいいこと言い過ぎましたけど、警察との協議もありますので、精いっぱ

い支援して頑張っていきたいと思います。 

○北林委員 実行していただければ、本当にいいことだと思います。よろしくお願いします。 

  質問ですが、３．１１の震災後、海沿いの道路は危険だといわれる中、バイパスが現道より

も海寄りに造られ、さらに海上にもかかっています。湾ですから外海に接するところよりは

安全だとは思いますが、津波の高さや越波の影響は、この道路においてはどのように考えた

のでしょうか。 

○青森河川国道事務所長 ８ページの写真をご覧いただくとわかりやすいかと思うんですが、今

回のバイパスにつきましては、線形改良を施す上で、左手にございますのが土屋バイパスと

なっておりますが、ちょっと写真が小さくて申しわけないのですが、比較的高い位置でセッ

トしております。３．１１の前に整備された工事ですので、当時のいわゆる津波まで考慮し

たかどうかというのを確認いたします。 

○青森河川国道事務所副所長 補足させていただきます。 

  確かに３．１１の前にできたバイパスでありますけれども、ちょっと細かい資料が今手元に

ないのですが、今青森県で想定している津波の浸水のエリアというのは、太平洋側と日本海

側を震源としたもので想定をしているんですけれども、むつ湾については、基本的に大きな
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津波は来ないというような想定になっております。 

  この土屋バイパスについてもお話しがあったように、高いところにできておりますので、そ

ういう影響など想定の中にも入っていないというところで安全だというふうに理解をしてお

ります。 

○北林委員 「わかりました」としか言いようがないですね。未経験の状態で計画されたという

ことで今後そういうことのないように祈るばかりだと。そういうことかな、とは思いました

が、既に想定外のことが起きましたので。心配です。 

○奥村委員長 そのほかありますか。 

○成田委員 素朴な質問でございまして、 後のページで、交通量が推計値より増えたというと

ころでございますが、そういったときに費用便益比を計算するときに、交通量が増えたこと

によって社会的なコストというのですか、例えば、二酸化炭素の量とかそういったものが増

えていくといったような計算というのはどのようになっているのか教えていただきたいと思

いました。その理由は、土屋バイパスだけを見ると、効果としては評価できる部分はそのと

おりであろうかと思うのですが、その地域全体として考えたときには、これは縦割りだから

しょうがないというご回答もあるかもしれませんけれども、どのように考えていけば国民と

してはいいのかなと思ったところでございましたので、よろしくお願いいたします。 

○青森河川国道事務所長 Ｂ／Ｃにつきましては、今回、通常の総合便益ですとか安全便益とい

ったものを考慮しておりますが、二酸化炭素などの増加といったところはカウントしてなか

ったと思います。今後の一つの課題かと思います。 

○奥村委員長 専門家的な立場から言うと、基本的にはＯＤは与えているんですね。ＯＤという

のは、出発から到着の、どこからでどこまで行く人が何人いるかということなのですが、そ

れがもし変わらないとすれば、ほかのところを通っても、基本的には時間が短くなって、そ

こが便利になったから通っているので、その間で止まったり、時間がかかったりということ

が減っているはずですので、走行中に出てくるＣＯ２というのは減っているはずなんですね。 

  問題は、ここが便利になったことによって、これまで起きてなかった交通が増えたかどうか

なんですけれども、これも国全体で考えれば、本当はほかの場所に行くなどしていたものが、

そこのところへ行くようになる分のＣＯ２は増やさない。確かに新しく行動するようになった

分については、計算には入れにくいんですけれども、増えているといっても量的には大した

ことはないという感じになると思うんですね。 

  だから、今まで動いてなかった人が動くようになったという、完全に誘発交通の部分という
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のはあるかもしれません。ただ、全体の量からしてそのパーセンテージというのは普通そん

なに大きくないので、そこで出てくる社会的なコストが問題になるということは、ちょっと

考えにくいとは思います。 

  では、この案件についても特にご異論ないようでしたので、対応方針どおり認めることにし

たいと思いますけど、よろしいですか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは、一般国道７号青森西バイパス（Ⅱ期）、お願いいたします。 

○青森河川国道事務所長 引き続き青森河川国道から説明させていただきます。 

  資料３－２の１ページをお開きください。事業の目的と概要でございます。 

  事業目的、こちらも３点ございまして、一般国道７号の交通混雑の緩和、事故の減少等がま

ず１点。２点目、東北新幹線新青森駅開業による新幹線新駅、重要港湾青森港等の交通拠点

間の連絡強化、地域間の交流・連携の活性化を目的として、４車線化への拡幅事業を行いま

した。 

  計画概要でございますが、場所は、青森市の西部にあります大字戸門から、同じく青森市大

字新城字平岡までの４．３キロメートルでございます。Ⅰ期事業としましては、昭和４２年

に事業化を行いまして、昭和４７年に２車線の暫定開業。４車線工事につきましては、平成

１９年に着手しまして、平成２４年１１月に４車線として開通をしております。 

  ２ページをご覧ください。整備の状況でございます。右下の図をご覧ください。青森西バイ

パスにつきましては、延長４．３キロの区間をこちらも３回に分けて開通しております。 

  続きまして、３ページをご覧ください。事業効果の発現状況でございます。まず右下のグラ

フをご覧ください。青森西バイパスの利用交通量につきましては、全線４車線整備前と大体

同程度でございますが、混雑度に関しましては５割に低減しております。 

  続きまして、４ページをご覧ください。渋滞の解消状況でございます。青森西バイパスの４

車線化によりまして、主要渋滞箇所でございました西バイパス環状線入口交差点の混雑が解

消しております。西バイパス環状線入口交差点につきましては、左の図の赤い線の真ん中の

ところでございます。右下のグラフでございますが、渋滞延長が縮小しまして、旅行速度が

大幅に改善していることがおわかりいただけるかと思います。 

  続きまして、５ページでございます。交通事故の状況でございます。右下のグラフをまずご

覧ください。青森西バイパスの４車線化前につきましては、追突事故などが多発しておりま

した。４車線化後につきましては、追突事故を初めとした交通事故が減少し、事故率、事故

件数とも大幅に減少しております。右下のグラフでございますが、４．３キロ区間を１回走
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行するに当たりまして、従前で１車線の時代は１．７回程度だったものが０．４回程度に減

少しまして、走行安全性が大きく改善したことが見てとれるかと思います。 

  続きまして６ページでございます。冬期の交通状況の改善状況でございます。青森市につき

ましては、いわゆる特別豪雪地帯に指定されておりまして、積雪時には大きな速度低下がご

ざいました。４車線化後につきましては、２車線時と比較しまして積雪時における速度低下

が大幅に緩和しております。右下のグラフでございますが、２車線時には、通常時、夏場で

すと４０キロ程度で走れていたものが、冬場には２７．３キロまで減少していたと。これが

４車線化後には５１．１から４６．４ということで、概ね夏場と大きく変わらないスピード

で走ることができるというふうになっております。 

  続きまして、７ページでございます。交通拠点間の連絡強化でございます。こちら参考とい

うことでご承知いただければと思います。 

  青森県は、平成２８年３月の北海道新幹線の開業によりまして、昨今の道路交通需要の変化

を踏まえまして、平成２９年２月に「津軽半島周遊道路ネットワーク」を策定しております。

青森港ではクルーズ船の入港が増加し、また、青森空港では国際チャーター便が増加してご

ざいます。これらの交通拠点と津軽半島の観光地を結ぶことがネットワークの目的となって

おりまして、青森西バイパスはその重要な幹線となっております。 

  続きまして、８ページでございます。コスト縮減につきましてご説明させていただきたいと

思います。青森西バイパスのコスト縮減の取り組みとしまして、まず右の下の写真をご覧く

ださい。当初、道路拡幅に伴いまして隣接する県道の付け替えが当初必要となってございま

した。こちらにつきましては、現地の詳細な測量と設計の見直しを行いまして、隣接する県

道の付け替えを取りやめましてコストの大幅な削減を果たすことができました。 

  後に９ページをご覧ください。 

  まず、５．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化でございますが、前回評価時には

４２億円、今回は、先ほどのコスト縮減を踏まえまして３６億円となっております。 

  ８．対応方針としましては、事業の目的に対する効果を発現しており、現時点では今後の事

後評価及び改善措置の必要性はないというふうに考えております。 

  以上です。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明について質問等ありますでしょうか。 

○小笠原委員 ６ページになるんですけれど、冬期の速度があまり低下せずに済むようになった
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んですけれど、この２車線から４車線化になって、逆にそういう除雪等の維持費というのは、

どれくらい変わるものなんですか。余り変わらないものなんでしょうか。ちょっと教えてい

ただけたらなと思います。 

○青森河川国道事務所長 基本的に面積は広がりますので、除雪という意味では若干増えるので

すが、いわゆる雪を置いておく、堆雪する空間ですとか、そういったものに余裕が出てきま

すので、そういう意味で除雪のしやすさというか、除雪をするのが非常に楽になっていると

いうメリットもございます。 

○小笠原委員 なるほど。だから、２車線化よりは４車線化になって、そういった面でもプラス

になっているというふうに考えていると。ありがとうございます。 

○奥村委員長 ほかにありますか。 

○小野委員 ちょうど先月なんですけど、イタリアの船会社のクルーズ船の船長の方をこの道路

を通って弘前までご案内しました。時間帯はお昼ぐらいだったのですけど、十分なスピード

が出せて便利でした。地元の方もこの４車線になってとても便利になったというお話しをき

いています。新幹線駅やクルーズ船で青森の沖館などに入ったときに弘前に行く際に、より

便利になるという話だったのですけど、写真には朝の９時と書いていますけど、朝の時間帯

がやはりネックだったのでしょうか。 

○青森河川国道事務所長 ４ページをご覧いただきますと、基本的には大体渋滞を起こしやすい

時間というのは通勤時間帯ということで、７時台くらいから混み出すんですが、当時の写真

が４ページの上のような状況で非常に混み合っていたと。それについても２６年５月のもの

でございますが、比較的、混んではいますが大きな渋滞などは発生していないということで、

大きな効果は出ているかと思っています。 

○小野委員 わかりました。限られた時間であってもそこが解消されるというのは、とても大事

なことだと思っております。 

○奥村委員長 ありがとうございます。 

  そのほかありますか。 

○北林委員 ごく単純な疑問ですが、５ページの急ブレーキの回数はどうやって測定したもので

すか。恐らく年間の平均回数だと思うんですが、季節によっても違うと思うので、その辺を

詳しくお聞きしたいと思います。 

  あと、積雪と４車線化のお話が出ましたが、こういう道路の不作為による不便が残されてい

ることが、地方の過疎化や、地方に若い人が残らないことにもつながると思っています。国
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土交通省がこういう形で道路をつくるということが、地方の住みやすさに大きく寄与してい

るという意味で、今後もこういう工事は歓迎できることではないかとうれしく思います。 

○青森河川国道事務所長 急ブレーキのカウント方法につきましては、 近はやっておりますＥ

ＴＣ、その中でも２．０という新しいＥＴＣシステムがございまして、そちらのほうでＧＰ

Ｓの位置情報や時刻情報から加速の前後の速度を取りまとめまして整理しております。そう

いう意味で、いわゆる物理的なそのデータを抽出してカウントしていると。ただ、全ての車

についているものではありませんので、ある特定の新しい 新のＥＴＣの車から拾ってきて、

おおよその数を整理しているというふうになっています。抽出的にやっているというイメー

ジです。 

○北林委員 単純に言えば、車のスピードの変化によって読み取っているということなんですね。 

○青森河川国道事務所長 はい。 

○北林委員 わかりました。 

○奥村委員長 そのほかありますか。 

  では、ないようですので、これも原案どおり対応方針（案）を認めることにしたいと思いま

す。 

  それでは、４つ目です。一般国道７号鶴岡バイパスについて、説明をお願いします。 

○酒田河川国道事務所長 続きまして、一般国道７号鶴岡バイパスを説明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  まず、事業の目的ということで主に４つ、交通混雑の緩和、交通事故の減少、物流の支援、

後に、日沿道と山形自動車道との連携強化による産業や地域間の交流支援というのを掲げ

てございました。 

  計画概要でございますが、右の図をご覧ください。日沿道の鶴岡西インター付近を起点にい

たしまして、途中、鶴岡インターを経由し、国道１１２号タッチまでの鶴岡バイパスの４車

線化事業のうち、本事業は起点側３キロ、終点側２．９キロの延長５．９キロとなります。

道路規格、設計速度等は記載のとおりで、前回事業は平成４年に完了、今回の事業として平

成２４年１０月に４車線で開通しております。 

  ２ページをお開きください。整備状況の写真でございます。 

  ３ページをお開きください。ここからは事業効果の発現状況でございますが、まず、利用交

通量の状況です。下の図のとおり、２つの地点での交通量の変動を示しておりますが、交通

量はほぼ横ばい、４車線化により混雑度は大幅に緩和しております。 
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  ４ページをお願いします。交通混雑の緩和ということで、当時、２車線の状態で主要渋滞ポ

イントとなっておりましたこの覚岸寺交差点、渋滞長、通過時間ともに大幅に緩和してござ

います。また、平成２５年度に行いましたウェブアンケートにおきましても、移動時間改善

への実感、その他冬期の通勤時間もめどがつきやすいなどのお声をいただいております。 

  ５ページをお開きください。交通事故の減少について整理しております。左の図のとおり、

死傷事故件数の変化で、着手前、４車線化後で約５割の減少。右の事故類型の変化では、車

線数の増、あとは中央分離帯の設置により正面衝突、追突事故が減少しております。 

  ６ページをお願いいたします。日沿道と山形道の連携強化ということで、この日沿道と山形

道との接続部、鶴岡ジャンクションというのがございますが、これはハーフジャンクション

ということで、山形道の鶴岡インターから日沿道鶴岡西インターまでの 短経路となるこの

鶴岡バイパスのアクセス強化というのが役割の一つでございました。下のグラフは、４車線

整備後のこの区間の平均徐行速度の時間帯の推移を示しておりますが、日中の時間帯で概ね

４６キロ前後で推移しております。右に参考として示しておりますが、鶴岡ジャンクション

がフルジャンクションと想定した場合と比較しても、所要時間に大きな違いがないことを確

認しております。 

  ７ページをお開きください。こちらは物流の支援・効率化でございます。日沿道と一体とな

っての効果ですので、参考とさせていただいております。この右の図に示すとおり、鶴岡バ

イパス周辺の工業団地への立地企業数は、日沿道の整備に伴い増加している傾向にございま

す。例えば、鶴岡西工業団地の航空機関連部品の工場では、この赤い矢印のとおり、鶴岡バ

イパスを経由して新潟方面に輸送しているというほか、鶴岡中央工業団地にあります電子部

品工場でも、黄色または赤の矢印のとおり、鶴岡バイパスを利用して仙台あるいは新潟経由

で関東方面に輸送するなど、高速への主要な連絡道路として機能しているといったところで

ございます。 

  ８ページをお願いいたします。地域間の交流支援でございます。鶴岡バイパスの中間部にあ

ります庄内観光物産館に着目しておりますが、高速バスのパークアンドライドの駐車場の増

設が行われるなど、観光及びモーダルコネクトの重要な拠点となっております。また、グラ

フのとおり、県外利用客が増加しているほか、高速バスの新たな便の開設を予定しているな

ど、円滑な拠点アクセスに寄与しております。 

  ９ページをお開きください。事業計画の変更ということで、全体事業費が１２億円ほど少な

くなっております。これは終点の本田交差点でございますが、当初計画、フルネットの立体



-21- 

交差で計画しておりましたが、渋滞等は発生しておらず、需要率も低いことから、平面交差

点計画に変更しております。今後の交通状況等を見ながら必要な措置を講じてまいりたいと

いうふうに考えております。 

  後、１０ページをお願いいたします。 

  ５番については、冒頭のご説明のとおりでございます。 

  ８番の対応方針（案）です。事業の目的に対する効果を発現しており、現時点では今後の事

後評価及び改善の必要性はない。また、社会状況等の変化に応じて完成形の整備を検討する

ということとしてございます。 

  以上で説明を終わります。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明で質問等ありますでしょうか。 

○浜岡委員 教えていただきたいことがあります。 

  今回この鶴岡バイパス完成するに当たって、 終的な金額としては３８億円が事業費として

かかったということですが、これは、計画当初から金額が変わらなかったのでしょうか。そ

れとも途中で増額したのですか。もしおわかりでしたら。 

○酒田河川国道事務所長 この前の段階の評価は、 初の評価でございまして、今回２回目にな

るものです。ですから、５０億円で今回３８億円と。 

○浜岡委員 当初から５０億で変わらないと。 

○酒田河川国道事務所長 そうです。 

○浜岡委員 わかりました。このように金額が変わらないのは、非常に予想がよかったといいま

すか、当初の計画が問題なかったということになるんですが、過去いろいろ見ていきますと、

地盤条件とかで建設費が高くなってしまうという状況があったかと思います。今回うまくい

ったというのは、多分その地盤条件が、当初の限られたボーリングで問題がないということ

がわかったということなんですけど、こういう地盤条件だと余り変わらないというところ、

逆に事業費が高くなったものについては、こういう地盤条件だから不確定要素が大きくて、

結果的に高くなったというようなところを少しまとめられていると、今後の事業費を計算す

る上で正確性が増すのではないかと思いますので、記録できるところをしっかりと残してい

ただきたいなと思いました。コメントです。 

○酒田河川国道事務所長 ありがとうございます。 

  この事業は、平成４年に２車線で終えていて、それの拡幅ということもあって、地盤条件等
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はあらかじめわかっていたというのもございます。 

○浜岡委員 わかりました。 

○奥村委員長 そのほかありますか。 

  では、ないようですので、これも原案どおり対応方針（案）を認めることにしたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

  次です。港湾整備事業の事後評価１件の審議を行います。１件ということで事業選定ワーキ

ングは開催しておりませんので、重点事業として審議を行うということになります。 

  それでは、事業担当部のほうから説明をお願いします。 

○酒田港湾事務所長 酒田港湾事務所長でございます。港湾事業の事後評価ということで、酒田

港北港地区国内物流ターミナル（耐震）整備事業につきましてご説明いたします。座らせて

いただきましてご説明をいたします。 

  まず、１ページ目おめくりいただきまして、事業の目的でございますけれども２つございま

す。１つは、背後に位置するリサイクル関連企業をはじめとする利用企業の物流効率化に寄

与するということが一つ。それと、大規模地震発生時において緊急物資輸送拠点として市民

生活を支えるということでございます。 

  対象施設は、右に図面を載せておりますが、岸壁（水深１０メートル）、これは耐震強化岸

壁でございますが１７０メートルと、その前面の泊地１１．４ヘクタール。それと岸壁の背

後のふ頭用地１．９ヘクタールということでございます。 

  事業期間、事業費、事業の経緯については記載のとおりでございます。 

  ２ページに行っていただきまして、事業の効果の発現状況ということでございます。 

  大きく２つありますが、１つ目、通常時、物流の効率化に係る部分でございます。２つポツ

を書いておりますけれども、１つは、背後に廃土砂リサイクル工場が立地しておりまして、

こちらでセメント原料となる廃土砂の取り扱いをしております。こういったものの取り扱い

をしているということで、こちら酒田港はリサイクルポートになっており、その拠点的な施

設として機能しているということでございます。もう１点、こちらは再生資源ではないです

けれども、これも背後に火力発電所が立地しており、火力発電所の排煙脱硫に使用する石灰

石等を取り扱っているということでございまして、いずれにしても背後立地企業の物流の効

率化に寄与しているという一つの発現状況でございます。 

  もう１点、震災時のお話でございますが、こちらは耐震強化岸壁ということで、大規模地震

発生時に緊急物資の輸送ができるということでございますが、実際にこちらで地震が起こっ
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て緊急物資を輸送したわけではございませんので、発現状況ということで、東日本大震災の

ときの仙台塩釜港の写真と、自治体あるいは利用者からの意見ということで書かせていただ

いておりまして、地域住民の生活の維持のために使えますという話でありますとか、企業が

事業活動を継続することができますよというようなご意見をいただいております。 

  続きまして３ページを見ていただきまして、先ほど少し申し上げましたリサイクルポート施

策についてご紹介いたします。こちら一言で言いますと、循環資源の広域流動を促進すると

いうことで、全国で２２港の港をリサイクルポートということで指定をしております。下に

日本地図ございますけれども、こういった形で全国指定しておりまして、酒田港についても

平成１５年４月にリサイクルポートの指定をしております。リサイクルポートの指定をした

ことによりまして、立地企業も７社から１５社に増えるということでありますとか、リサイ

クル関連の取り扱い貨物も徐々に増えてきているということでございます。具体的に酒田港

では、下に書いてありますとおり石炭灰とか金属くず、廃土砂といったようなリサイクル貨

物を取り扱っているということでございます。 

  ４ページに行っていただきまして、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化というこ

とで、前回評価、平成１８年基準値と今回評価の比較ということで、表でお示しをしており

ます。事業費につきましては、５２億円から５１億円ということで、浚渫船の運搬費の精査

によって減少しているということと、事業期間は変わらず。総便益については、後ほど下で

詳しくお話をします。総費用につきましては、前回５６億円なのが８８億円ということで、

こちら事業費は減っておるんですけれども、評価基準値の変化あるいはデフレータの変化に

よって少し大きくなっております。 

  下に行っていただきまして、便益の減少理由ということでございますが、下に写真もつけて

おりますけれども、当初こちらの赤い字で書いた水深１０メートルの岸壁では、「金属く

ず」と「石材」を取り扱うということを想定しておりましたけれども、２つ目のポツに書い

てありますとおり、「廃土砂」の輸送船舶が水深１０メートルを必要とすることが見込まれ

るということの一方で、「金属くず」につきましては、輸送船舶の大型化がしてないという

ことですので、下に書いてある岸壁の中で利用貨物の再編を行いまして、「石灰石」「廃土

砂」｢石材｣を取り扱うというようなことにしたことに伴って、少し便益が減少しているとい

うことでございます。 

  といいながらも、上に書いてありますとおり、Ｂ／Ｃとしましては３．９から２．３という

ことで効果が十分見込まれるということでございますので、５ページに行っていただきまし
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て対応方針（案）でございますが、事業の目的に対する効果を概ね発現しているということ

で、現時点では今後の事後評価及び改善措置の必要性はないということ。今後さらなる事業

効果発現に向けて、リサイクルポートとして利用促進が図られるよう取り組んでいくという

ことでございます。 

  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、ご質問等ありますでしょうか。 

  私から１個。その 後のところの４ページでご説明になったような便益の変化があったとい

うことで、取り扱い貨物が減ったということは、それはそうなんでしょうけど、逆に言うと、

そういう港湾の中での細かな使い方の変化のようなことを考えて便益を評価するような話な

のか。それともそうじゃなくて、具体的に運ぶものが違ってもこのぐらいのかさのものはこ

ういうもので運ばなければいけないんだというような基本的なこと、あるいは国際的な航路

とかの中でここの港湾がこういう役割を果たせるからというような、もうちょっと骨太の評

価でいいのじゃないかというような感じがするんですね。そうしないと、たまたまここのと

ころにこういう企業が立地してくれたからこうなった、たまたまそこの業績がちょっと悪い

からこうだ、みたいなことになってしまうと思うんですけど、そのあたりはどうなんでしょ

うね。 

○酒田港湾事務所長 港の整備に当たって、ある程度、立地企業だとかそういったところの今後

の取り扱いについては、将来を見込んだ上で計画あるいは整備をしていくということだと思

います。こちらの場合は、当初、金属くず、石材ということだったのですけれども、少し社

会経済状況の変化によって大型化する船に差異が生じたということで、現状に合わせて柔軟

に取り扱いの張りつけを変えているということでございます。 

○港湾空港部長 ちょっと補足させてください。 

  今の事業評価の整理上、事業採択した施設単位で評価をするということから、こういう貨物

の利用の変化があったものを反映しているということでございますが、委員長ご指摘あった

ように、港全体とかもうちょっと広いくくりでということも考え方としてあろうかと思いま

すが、今のルール上はそういう整理になっておりませんので、そういう意味でそれが今後の

課題という形で整理をさせていただくことになろうかというふうに思っております。 

○奥村委員長 そのほかありますか。 

  では、ないようですので、これも原案どおりお認めをするということで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。 

  それでは次は河川の報告事項なんですが、さっきの地震のことで何かありますか。 

○司会（地方事業評価管理官） 事務局からご連絡です。 

  先ほどの地震ですけれども、震源は福島県沖深さ５０キロ、マグニチュード５．６で津波の

心配はなし。震度５弱が福島県浜通りと宮城県の南ということでございます。少し大きかっ

たのですけれども、大きな被害には恐らくなってないかと思いますので、審議のほうは続け

させていただければと思います。 

○河川調査官 河川事業に関する報告事項を説明させていただきます。河川調査官の野仲でござ

います。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。 

  資料８－１を１枚めくってください。１ページ目に今回の報告事業の位置図を示しておりま

す。６事業でございまして、再評価が４事業、事後評価が２事業でございます。３色に色分

けしておりますが、黒字が河川改修事業、青字が環境整備事業、赤字がダム建設事業になっ

ております。 

  ２ページ目に事業評価の一覧を載せておりますが、資料８－２のほうで説明させていただき

たいと思います。資料８－２の１ページ目をご覧ください。 

  まず１番目、鳴瀬川直轄河川改修事業の再評価でございます。 

  黄色い枠で囲っている２段落目ですけれども、鳴瀬川は、戦後の代表洪水である昭和２２年

９月洪水、支川の吉田川では、近年 大の洪水であるというか２年前に起こりました関東・

東北豪雨と同規模の洪水が発生しても、床上浸水等の重大な浸水被害を防止するとともに、

水田等農地についても浸水被害の軽減に努めるということで改修事業をやっております。メ

ニューとしましては、築堤、河道掘削、ダム、遊水地、堤防の強化をやることにしておりま

す。整備期間ですけれども平成１９年から平成４８年までの３０年間です。総事業費は約１，

０６１億円ということで、Ｂ／Ｃは書いておりませんが６．９でございます。 

  右下の事業効果の棒グラフがございますが、戦後 大規模の洪水が起こった場合には、世帯

数で１万８，８００世帯の浸水を解消できますし、面積でいいますと１万７，８００ヘクタ

ールの浸水被害面積を軽減できます。 

  事業の進捗状況としましては、事業費ベースで４４．２％進捗しております。 

  続きまして２ページ目が、子吉川直轄河川改修事業でございます。 

  こちらも黄色い枠囲みの２段落目ですけれども、戦後 大洪水である昭和２２年７月洪水と

同規模の洪水が発生しても、床上浸水等の被害防止と浸水被害の軽減をできることとなって
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おります。事業メニューとしては、河道掘削、築堤、堤防の強化等をやることになっており

ます。事業期間は平成１７年から平成４６年までの３０年間。事業費は約３３７億円です。

Ｂ／Ｃは１１．０ということになっております。 

  右下の事業効果の棒グラフを見ていただきますと、浸水戸数はゼロになりますが、浸水面積

については、今回の整備事業のメニューを完了してもまだ残るところはございます。 

  事業の進捗ですけれども、事業費ベースで進捗率２４％ということでございます。 

  次のページ、３ページ目をご覧ください。 上川水系環境整備事業でございます。 

  上川の景観、歴史、文化、地域の魅力を生かした河川利用の推進を図るために、フットパ

スや階段などの河川利用施設の整備を行っております。事業期間は平成７年から平成３９年

までの３３年間。全体事業費としましては約５３．２億円です。Ｂ／Ｃは１３．４というこ

とになります。事業進捗率は、かなり進んでおりまして９３．２％でございます。 

  続きまして４ページ目をご覧ください。赤川総合水系環境整備事業でございます。 

  赤川の多様な生物を育み、赤川らしい豊かな流れの再生のために、外来樹木の伐採や魚道の

設置など自然再生事業を行いました。また、まちづくりと一体となった河川空間・拠点の水

辺整備も行っております。事業期間としましては平成１７年から平成３５年、１９年間で、

事業費は約１７．６億円、Ｂ／Ｃは３．６でございます。事業進捗率は９６％ということで

ございます。 

  ５ページ目をご覧ください。岩木川消流雪用水導入事業（鶴田地区）でございます。 

  青森県の鶴田地区は、豪雪地帯でございまして、家屋・宅地の除排雪作業、道路交通の阻害

などにより、住民の生活に大きな支障を来していました。このため、小河川の雪による河道

閉塞を防止するために、一級河川岩木川から市街地を流れる小河川に安定して豊富な水量を

供給する導水路の整備を行いました。事業期間は平成１９年から平成２３年、５年間で、全

体事業費は約８．５億円、Ｂ／Ｃは７．０でございます。 

  右下の２つ目のポツ、住民からは「岩木川の水を流してもらっているおかげで排雪作業が効

率よくできている」「導水前より水量が多く助かっている」等の声があって、事業効果を発

揮していると思われます。 

  後に６ページ目、森吉山ダム建設事業でございます。 

  秋田県にあります森吉山ダムは、洪水による氾濫の防御のほか、流水の正常な機能の維持、

かんがい用水、水道用水の供給、発電を目的とした多目的ダムでございます。整備期間は、

昭和４８年から平成２３年、３９年間かかっております。事業費は約１，６６９億円で、Ｂ
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／Ｃは１．４ということでございます。 

  事業効果としましては、そこに棒グラフがありますけれども、河川整備基本方針規模の洪水、

１００年に一回起こるような洪水の場合には、浸水面積を約８００ヘクタール、浸水世帯数

約１，１００世帯の軽減効果がございます。コスト縮減にも積極的に取り組んでおりまして、

①仕上げ掘削の機械化施工、②低品質材の有効活用などによりコスト縮減に努力したところ

でございます。 

  ２４年に完成して４年間経過しておりますけれども、４年間の実績、口頭で説明させていた

だきますけれども、４年間で洪水調節を８回、特に平成２５年９月洪水では、ダム地点で洪

水を約４２０立米毎秒、低減しております。そのとき下流の河川水位を１．５８メートル低

下させております。また、下流河川の正常流量の確保に寄与しており、発電についても４年

間平均で東北電力の計画以上の発電をしているところでございます。また、ダムが観光資源

として活用されておりまして、観光、地域活性化にも寄与しているということでございます。 

  今ご説明したものを１枚にまとめたものが資料８－１の２ページ目です。こちらが一覧表に

なりまして、今ご説明しました６つの事業の総事業費、Ｂ／Ｃ等をまとめております。 

  後、右端の審議結果でございますが、再評価につきましては、全て事業継続ということで

ございます。事後評価につきましても、特に改善措置の必要はないということでございます。 

  以上、報告終わります。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  これは報告事項ということなんですけれども、ただいまの説明の中でご質問ありますか。い

かがでしょう。よろしいですか。 

  河川のほうは枠組みが違いまして、ほかの委員会で審議をいただいていて、その確認という

ことだということです。 

  では、ないようですので、これで河川の報告事項を終わらせていただきます。 

  それでは、本日の審議結果の取りまとめを行う間、１０分程度休憩をとりたいと思います。

どうもご苦労さまでした。 

 

－ 休憩 － 

 

○奥村委員長 では、本日の開催結果のまとめ、用意ができましたので確認をいたします。事務

局からお願いします。 
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○司会（地方事業評価管理官） それでは、ただいま配付しました議事概要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５回委員会を平成２９年２月２８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 事後評価 審議結果 

    ●日本海沿岸自動車道 温海～鶴岡 

    ●一般国道４号 土屋バイパス 

    ●一般国道７号 青森西バイパス（Ⅱ期） 

    ●一般国道７号 鶴岡バイパス 

  以上について、対応方針（原案）は妥当である。 

   ２）港湾事業 事後評価 審議結果 

    ●酒田港北港地区国内物流ターミナル（耐震）整備事業 

  以上について、対応方針（原案）は妥当である。 

  ２．委員会報告事項について 

   ・再評価報告 

     鳴瀬川直轄河川改修事業 

     子吉川直轄河川改修事業 

     上川総合水系環境整備事業 

     赤川総合水系環境整備事業 

   ・事後評価報告 

     岩木川消流雪用水導入事業（鶴田地区） 

     森吉山ダム建設事業 

  以上について、各学識者懇談会、流域委員会等による再評価及び事後評価の審議結果報告が

あった。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 ただいまの概要について、いかがでしょうか。よろしいですかね。 
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  では、今日の議事の内容については以上です。ありがとうございます。 

  それでは、事務局に進行をお返しします。 

 

４．閉 会 

○司会（地方事業評価管理官） 本日は長時間にわたりご審議大変ありがとうございました。 

  後に、川瀧東北地方整備局長のほうからご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 

○局長 どうもありがとうございました。 

  ちょっと私、中座しましたけれども、地震のほうは震度５弱で、ＪＲは今、東北線と常磐線

が止まっていますけれども、ほかはちょっとまだよくわからない状況です。津波がないとい

うことで一安心なんですけれどもね。 

  今日は、審議の結果というか議論の中で、大変いい意見をたくさん賜ったのかなと思います。

例えば、バイパスができても現道を忘れないということ、あるいは道路ができても、できた

後、その交通安全の状態とか渋滞の状況というのをしっかりと把握すること。全くそのとお

りでございまして、えてして道路ができてしまうと、チェックがあまり行き届かない場合も

ありますから、今日は大変参考になる意見ばかりだと思います。今日のご意見も参考にして、

引き続きしっかりと事後評価のほうも進めていきたいと思いますし、事業評価につきまして

も、引き続き来年度もよろしくご指導のほうお願いします。ありがとうございました。 

○司会（地方事業評価管理官） ありがとうございました。 

  それでは、本日の事業評価監視委員会をこれで終わりたいと思います。 

  お疲れさまでございました。 

 


