
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２９年９月５日（火曜日） 

    １０：３０～１２：００ 

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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３．審 議 

○奥村委員長 おはようございます。それでは、これより審議を行いますけれども、案件が多う

ございますので、説明はポイントを押さえて効率的にお願いします。 

  今回は道路事業の再評価１２件の審議を行いますが、審議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、その選定結果について、事業選定委員の遠藤委員から説明をお

願いいたします。 

○遠藤委員 道路事業ワーキンググループを８月１０日に開催いたしました。その選定結果を報

告させていただきます。 

  今回の再評価の対象でございます道路事業１２件について、事業計画等の変化の有無、事業

費の増額の有無や要因、また、全体事業や残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえまして、事業

計画の変更による事業費の増額要因より、東北中央自動車道東根～尾花沢及び一般国道４７

号新庄古口道路、この２件を重点審議事業、その他１０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。 

  さて、道路事業では全国的な取り組みとして、今年度から新たに一体評価や再評価の効率化

を図ることにしております。その考え方などについて事業担当部から説明をお願いします。 

○道路計画第一課長 道路計画第一課長の舟波と申します。一体評価の考え方、説明資料、費用

便益分析の効率化判定について、資料１、資料２に基づいて説明いたします。 

  まず、資料１をご覧ください。 

  １ページ目をお願いいたします。一体評価とは、再評価実施要領細目に基づきまして、複数

の区間または箇所が一体となって効果を発揮する道路ネットワークについて、まとめて評価

するものでございます。今年の３月に改定されております。 

  評価区間の考え方といたしましては、対象事業は高規格幹線道路、地域高規格道路、大規模

バイパス等とし、ジャンクションやバイパス起終点等結節点のほか、地域構造に応じて、港

湾・空港、圏域中心市等の 寄りインターを拠点とすることも可能となっております。設定

の考え方は、各地方の事業評価監視委員会に意見を徴すということになっております。 

  また、費用便益分析の対象は、評価区間のうち、供用済みやルートが確定していない区間を

除いた事業中区間、新規事業化区間、調査中区間となっております。 
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  次のページをお願いいたします。これは道路の開通と交通量の変化の事例でございます。近

畿自動車道紀勢線の例でございますが、新たな開通に伴い、既開通期間では交通量が２倍に

なっているところもございます。各区間ともネットワークとしてつながっていない状態では

交通量が少ないということがわかるものでございます。 

  次のページをお願いいたします。３ページでございます。一体評価の事例でございます。北

近畿豊岡自動車道和田山ジャンクション～豊岡北間において、ルートが確定している調査中

区間も含めてジャンクション間で評価を実施しているものでございます。赤枠で囲まれてい

る豊岡道路では、個別評価では隣の調査中区間を未整備として評価いたしますので、将来交

通量は１万３，８００台となっておりますが、一体評価を行うことによって１万６，２００

台に増加しており、個別評価では必ずしもネットワークとしての効果が十分反映されていな

いということがわかります。 

  次のページをお願いいたします。４ページ目でございます。今回の再評価で一体評価を実施

する箇所といたしまして、日本海沿岸東北自動車道の能代～小坂間、酒田～由利本荘間の２

区間を設定しております。能代～小坂間は圏域中心市の 寄りインターである能代南インタ

ーから結節点であります小坂ジャンクションまでとしております。また、酒田～由利本荘間

は圏域中心市の 寄りインターであります酒田みなとインターから本荘インターまでとして

おります。 

  なお、個別評価を基本としつつ一体評価も行うことになっておりますので、能代～小坂間で

は二ツ井今泉道路と鷹巣大館道路（Ⅱ期）、酒田～由利本荘間では酒田みなと～遊佐、遊佐

象潟道路について、それぞれ個別評価も実施しているものでございます。 

  続いて、資料２をご覧ください。説明資料、費用便益分析の効率化判定についてご説明いた

します。 

  １ページ目をお願いいたします。同じく平成２９年３月に改定しております再評価実施要領

細目に下記が示されておりますが、まず、「１）原則として、事業の効果や必要性を評価す

るための指標、その他事業採択時より再評価実施時までの周辺環境等を確認するものとする。

ただし、社会経済情勢等に変化が見られない事業については、その限りではない」と。続い

て、「２）事業の投資効果やその変化を検証するため、原則として、費用対効果分析を実施

するものとする。ただし、費用対効果分析の要因に変化が見られない事業等については、そ

の限りではない」と。 

  これらを踏まえまして、当面の運用として、資料作成と費用便益分析を省略するものといた
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します。 

  資料作成につきましては、左下にございます、社会情勢等の変化がない、事業費・事業期間

の一定以上の増加がない、前回評価で資料の作成を省略していないの条件を全て満たす場合

に省略するということにしております。 

  また、費用便益分析は、社会情勢等の変化がない、事業費・事業期間が一定以上の増加がな

い、費用便益分析に関する影響要因の変化がない、前回評価で費用便益分析を省略していな

い、前回評価以降に部分開通がなく、残事業便益に影響がないの条件を全て満たす場合に省

略するものとしております。 

  判定票にて確認した結果を２ページ目に一覧として示しております。このとおり今回の再評

価では対応し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した。新しい取り組みということで説明していただきました

が、よろしいでしょうか。 

  それでは、引き続き、事業担当部から今回の重点事業について一覧表に基づいた概要で説明

をお願いします。 

○道路計画第一課長 それでは、資料３をご覧ください。Ａ３の横の資料でございます。この１

ページ目、上のところ、２件でございます。 

  ４－１、東北中央自動車道東根～尾花沢でございます。前回は平成２６年度に再評価を実施

しております。 

  前回からの変更点でございますけれども、開通の延長、平成２９年度に５．３キロ開通を予

定しておりますので、５．３キロ増加となっております。 

  事業期間の変化でございます。前回は平成３０年度までの事業期間としておりましたが、事

業進捗等を踏まえまして、平成３３年度まで３年間の事業期間を延ばすものでございます。 

  事業費の変化でございます。軟弱地盤対策の変更ですとか法面変状対策の追加などがござい

まして、９０億円の増加ということになっております。 

  計画交通量の変化でございます。前回は２万１００台だったところが今回では２万４，５０

０台となっております。これは同じ東北中央自動車道で平成２７年度に横堀道路ですとか新

庄金山道路が新規事業化になったこと、また、平成２９年度に真室川雄勝道路が新規事業化

になったことといったネットワークの変化による増加がございまして、計画交通量が増えて

おります。 
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  費用便益比の変化でございます。全体のＢ／Ｃは１．４でございます。これは事業費の増に

より前回よりも少し減っているものでございます。残事業のＢ／Ｃは５．１、これは投資に

よるＣの減少が影響しております。 

  対応方針の原案といたしましては事業継続としております。 

  続いて、一般国道４７号新庄古口道路でございます。防災面の効果が大きい事業であり、Ｂ

／Ｃは対象外となっております。前回は平成２８年度、昨年度再評価を行っております。 

  変更点でございますが、事業費の変化でございます。昨年度再評価を行っておりましたけれ

ども、その後、トンネル掘削にかかる地山の等級の変更ですとか重金属対策の追加などもご

ざいまして、６１億円の増加となっております。 

  計画交通量につきましては、前回１万７，７００台だったのが１万７，１００台と。これは

ネットワークの変化により交通量が減っているものでございます。 

  事業の必要性の観点から、対応方針の原案としましては事業継続としております。 

  この２件につきましては、資料６につけておりますが、山形県知事から事業継続について同

意ということで回答をいただいております。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 それでは、今の２件の重点事業について順に審議していきたいと思いますが、ま

ず、東根～尾花沢間ですね。この件について説明をお願いします。 

○山形河川国道事務所長 重点審議事業についてご説明をさせていただきます山形河川国道事務

所の所長をしております和田と申します。よろしくお願いします。 

  それでは、まず資料４－１、東北中央自動車道東根～尾花沢についてご説明をさせていただ

きます。 

  資料をお開きいただきまして、１ページ目でございます。東北中央自動車道は福島相馬から

秋田県の横手市までの東北地方の内陸部を縦貫する交流・連携の促進に資する高速自動車国

道でございます。 

  計画の概要としましては、本区間につきましては山形県内、東根市から尾花沢市までの２３

キロ、２車線の事業でございます。事業化につきましては、平成１０年度、当時日本道路公

団により事業化された後、平成１７年度に新直轄方式に移行しまして、国土交通省において

事業を進めているところでございます。 

  また、事業費・進捗率につきましては、全体の進捗率は７９％、用地進捗率は１００％とい

う状況です。平成２６年度の再評価時点では、全体の事業費は７４５億円でございました。 
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  続いて、２ページ目でございます。現在の事業の進捗状況について示したのがこちらでござ

います。全線にわたりまして施工済み若しくは施工中ですが、橋梁１橋分だけまだ工事に着

手できていないということでございます。両端部で開通予定を公表しておりまして、左側の

東根側では４．３キロが平成３０年度開通予定、また、右側の尾花沢側では５．３キロが今

年度、平成２９年度に開通予定でございます。 

  続いて、３ページ目でございます。前回の評価時からの環境の変化ということで、図面でい

いますと右側に青字で示させていただいた区間について、新規事業化をしております。 

  続きまして、４ページ目でございます。ここからは事業の必要性に関する視点ということで、

事業の効果についてご説明をさせていただきます。本区間につきましては、東根～尾花沢間、

現状通過時間として３３分かかるところが、今後、開通することで約１７分に短縮するとい

うことでございます。 

  続きまして、５ページ目でございます。こちらは、代替路機能及びネットワーク機能の強化

という効果でございます。山形市と酒田市を結ぶ区間の所要時間は、山形自動車道を使った

場合、左側の図の中で青の矢印で示しておりますとおり、現状では１０７分かかっておりま

す。また、赤の矢印で示しておりますとおり、迂回時には１４６分かかるところが、本区間

が開通することによって、右側のグラフが示すとおり約１５分短縮されるということで、山

形自動車道の代替路としての機能も強化されるということでございます。 

  続きまして、６ページ目でございます。高次医療施設へのアクセス向上ということで、本区

間があります尾花沢市の尾花沢消防管内には救急医療施設がなく、９８％が管外搬送となっ

ている状況でございます。本区間の開通によりまして、尾花沢市からの高次医療施設へのア

クセスの向上という効果も見込まれるということでございます。 

  以上が必要性に関する視点のご説明です。 

  ７ページ目以降で、今回の事業費増の内容についてご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、７ページ目で全体の増額９０億円の内訳について整理をしております。４つ項目がご

ざいまして、１つ目につきましては軟弱地盤対策ということで、指針の改訂を受けまして今

回追加の対策を実施するということでございます。また、②、③、④、こちらにつきまして

は現場条件の変更ということで、いずれも工事の詳細な実施段階になってわかった事象にお

いて対策を追加するということでございます。 

  それでは、具体的な内容について、８ページ目以降でご説明をさせていただきます。 

  まず、道路土工の改訂に伴う長期沈下対策でございます。経緯としましては、もともと本区
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間につきましては、 大深さ１８２メートルという大規模な軟弱地盤が存在するということ

は認識をしておりました。当初の計画では、その軟弱地盤対策として、右のほうにイメージ

図を書いておりますが、ドレーン材というプラスチックのストローのようなものを挿入し、

盛土による重みで排水するという、カードボードドレーン工法を予定していたということで

ございます。 

  続きまして、９ページ目でございます。平成２４年度、道路土工の指針において改訂がなさ

れました。開通後の残留沈下に関して長期沈下対策の検討をするということがその指針に盛

り込まれたということでございます。当初予定していましたカードボードドレーン工法です

と、開通後の長期沈下量が約３０から５０センチと規模が大きいということでございます。

指針において許容値とされておりますのは長期沈下量１０センチ未満ということで、具体的

な対策を追加で検討したということでございます。 

  対応としましては、平成２４から２６年度に真空圧密工法の試験施工を行いまして、その対

策の効果が確認されたことを受け、真空圧密工法を採用しております。 

  もう１枚めくっていただきまして、１０ページ目でございます。この真空圧密工法を採用す

るに当たりまして、当初は１２．５億円ということでしたが、見直しによって５７．５億円、

事業費として増額４５億円という状況でございます。 

  また、左側の案２にありますとおり、道路構造の見直しということで、土工部の構造を橋梁

の形式に見直すという比較検討も行いました。また、案３のほうで、そもそものルートの見

直しもあわせて検討をしております。検討の結果ですが、いずれも真空圧密工法が経済的に

優位であるということで、追加対策として採用に至ったということでございます。 

  以上が軟弱地盤対策についてのご説明です。 

  続きまして、１１ページ目から、法面の変状対策について説明させていただきます。経緯と

しましては、平成２７年から本格的に切土の掘削工事を始めたところ、平成２８年８月に法

面の変状が発生したということです。下に写真等をつけておりますが、具体的には融雪の水

によって法面に亀裂や崩れが生じたということでございます。その崩れにつきましては山全

体で起きているわけではなくて局所的に発生をしているということで、事前に予見すること

がなかなか難しかったという状況でございます。 

  １２ページ目でございます。その法面変状の対策としまして、当初は想定しなかったことで

見込んでいなかったものが、見直し後は増額１５億円ということになっております。この法

面変状対策の比較検討としまして、案２として右側にアンカー工を示しておりますが、今回
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は経済的な比較のもと、不安定な土塊を除去して法面の安定化を図る案１の排土工・法枠工

を採用しているということでございます。 

  続きまして、１３ページ目でございます。切土で発生した土の安定処理ということでござい

ます。経緯としましては、こちらも平成２８年から掘削を開始したところ、雨が降った際に

掘削した土が極端に土砂化、泥濘化するという状況でございました。詳細に調査をした結果、

膨潤性の鉱物というものが含まれておりまして、右側に解説を加えておりますが、水を吸っ

て膨張をすると、それに伴って耐久性の低下を引き起こすという特殊な鉱物であったという

ことでございます。こちらにつきましても盛土材として活用するということでは強度が不足

するということで、安定処理を行ったということでございます。 

  １４ページ目でございます。具体的なその対策につきましては、当初は安定処理を見込んで

おらずゼロ円ということでしたが、見直しを行った上で１５億円という増額をしております。

安定処理を行わずに盛土材を購入土とした場合と比較検討しまして経済的に優位であるとい

うことで、セメントでの改良を対策として採用したということでございます。 

  １５ページ目でございます。堀割区間の構造形式の変更でございます。 

  まず、経緯としましては、当初の段階では地下水については広範囲において滞水して安定し

ているということで、周辺への影響がほとんどないものという想定のもと、切土構造で計画

をしていたということでございます。その後、工事の影響を詳細に確認する段階になりまし

て、地下水の調査を実施したところ、道路を東から西に横断するという流動が確認されたと

いうことでございます。それによって、地下水の影響について調査設計を詳細に行いまして、

道路の構造を再検討した結果、切土構造からＵ型の擁壁に変更しているということでござい

ます。 

  具体的には１６ページにございますが、当初、切土形式での計画で２．２億円という状況が、

見直しによりＵ型の擁壁と雪庇防止板というものも追加で対策を行いまして１７．２億円、

約１５億円の増額でございます。この構造の採用におきましては、右側に書いてあります案

２で切土構造のままで遮水壁・底版の改良を行うという構造も比較検討しましたが、こちら

も経済的に優位であるということで案１のＵ型擁壁・雪庇防止板を採用したということでご

ざいます。この雪庇防止板ですが、もともと切土構造でありましたが、擁壁にすることで直

壁部に雪が降り積もって道路側に落ちるということへの対策として追加で設置をしたという

ことでございます。 

  以上が事業費増についてのご説明でございます。 
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  続いて１７ページ目、コスト縮減の取り組みです。こちらの円形の水路は、本区間に設置す

る予定でございますが、こちらにつきまして、もともとプレキャストでの整備ということで

当初予定しておりましたものを、見直しによりまして現場打ちの円形水路という新技術を用

いたということでございます。型枠を設置せずに連続してコンクリートを打設できるという、

施工性に優れて経済性も高いという技術でございます。 

  続きまして、１８ページ目です。今回、この事業費また評価の見直しということで、もとも

と前回平成２６年度の時点ではＢ／Ｃ１．５だったものが、今回の見直しによって１．４と

いうことになっております。 

  １９ページ目でございます。８、９、１０につきましては、先ほどご説明した内容について

書かせていただいております。１１番の地方公共団体等の意見ということで、山形県知事か

らの意見としては、事業継続について同意をすると。また、本区間については産業、経済、

観光の振興を図るためにも極めて重要である、不可欠であるという意見を頂戴しているとい

う状況であります。 

  以上を踏まえまして、対応方針の原案としまして事業の継続とさせていただければと思って

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。 

  予定していたより時間が長くかかってしまいましたが、質疑のほうをお願いします。委員の

皆さん、いかがでしょう。 

  お願いなんですけれども、調書の中の地方自治体等の意見のところ、ここでは山形県知事さ

んですけれども、山形県も道路事業をされていますよね。今回、事前には現場の状況が確実

にはわからなかったということで事業費の増加が発生してしまっているわけですけれども、

今後彼らが道路などの事業をするときに、今回の反省を踏まえて、今回得られた情報や知見

を活かしてもらう必要があると思います。ですので県の意見として、「この事業が重要だか

らこの事業を何とかして実施してください」というだけというのは、ちょっと物足りないと

いう感じを受けるんですよね。 

  今回のような問題は、大規模な土工などの工事をする事業で起きやすいでしょうから、どう

しても規格の高い国が施工する道路が 初の事例になりやすいと思います。ぜひ県や自治体

に情報の共有，活用とか技術の継承を活かして、同じような問題の発生を防いでいただかな

いといけません。この国の事業は「追加の予算を投入して結局できました」ということにな
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っても、地元の自治体に「よかった、よかった」で終わられるとちょっと困るなと思います。

これまでの調書の中の自治体の意見の書かれ方として、「この事業が必要だ」ということだ

けしか書かれていないような感じがして、ちょっともったいないなという感じを受けていま

す。 

  そのほかどうでしょう。 

○遠藤委員 実際の現場に行くと当初の予定と違う条件で費用がかかる場合は確かにあると思う

んですけれども、それがどういう時期にわかるのかを教えていただきたいです。例えば、地

下水位がもともと高いのはわかっていたと。ただ、測定してみたらどうもその地下水が複雑

に動いている。湧水も多くて、その分、そこで水が排除されてしまうと西側の井戸が下がっ

てしまうと。今までそういうことがあれば、当初からそういう事象も考えなくてはならない

と思うんですが、この辺りに道路をつくるためにこれだけ切り下げたのはひょっとしたら初

めてなのかなと感じましたのでそこをお尋ねしたい。もう一つは、これは当初の計画で１対

１．２の勾配で切っていってわかったのか、それとも何ヶ所か調査をしてわかったのか。ど

ういうふうにしてどの段階でわかったのか、詳しい経緯を教えていただければありがたいん

ですが。 

○山形河川国道事務所長 ありがとうございます。 

  地下水の状況につきましては、既往の調査で、実際にボーリング調査等で水位の高さである

とか、実際その周辺で大規模に土を改変するような場合には地下水への影響を検討し、当初

の計画を立てております。ただ、実際に工事に入る際には、水位の変動というものを測るた

めにボーリング孔を掘りまして、井戸として観測用に水位の変動とか流速ですとか、水位計

を設置しまして具体的に継続的に常時その水位がどう変動しているということまで詳細に調

査をします。その段階になって、実際、既往調査でわからなかった事実として今回わかった

ということになっておりますので、多分ほかの案件もそうなんですけれども、ある程度事前

調査にもコストも生じますので、どこまでやるかということは多少迷いながらですけれども、

既存の調査と必要な現地の状況というのは踏まえて計画はしておりますが、実際の工事に入

る段階になって詳細に調査を改めてするということでございます。 

○遠藤委員 例えば、この工事もそうですし、ほかのトンネル工事などをされる場合に、やっぱ

り現場に行ってみないと詳しいことを調べるチャンスがなくてわからないことはたくさんあ

ると思います。こういうふうに環境を変えないようにしてくださったということはいいこと

だと思います。環境にも配慮してこういった手当てをするとき、一番我々が考えなくてはな
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らないのは、なるべく事前に察知したほうがよかったと。 初からやればコストも安くなっ

たかもしれないと思っているものですから、なるべく早めに察知するようにこれからもお願

いしたいところです。 

  以上です。 

○奥村委員長 そのほかどうでしょう。では、北林先生、お願いします。 

○北林委員 こういう工事は大変長い時間をかけて行われるので、途中で新技術が出て採用され

ることは時々ありますが、この道路については円形水路の採用で０．１億円の減となってい

ます。この新技術導入の計算の仕方についての質問ですが、写真の右側に写っているのが新

しい大型機械だと思いますが、新技術で施工するための新しい機械も導入するということで、

水路の費用のみならず、新型機械の購入費用や、機械の有効期間など、イニシャルコストや

ランニングコストなどが含まれてこのような計算になってきているのか、どういう計算の仕

方で当初との差が出ているのかということをご説明いただきたいと思います。 

○山形河川国道事務所長 お答えします。 

  今回採用したこの新技術につきましては、あくまで整備に要する費用ということでの縮減で

ありまして、供用後の維持管理に係るランニングコスト等については含まれておりません。 

  具体的にこの縮減のメカニズムとかは、実際、プレキャストというのは一律仕様の決まった

製品を現地で据え付けるという、手間のかかる作業ではあるんです。それを今回、大型の機

械ではありますが、仕様を決めた製品を自動的に敷き並べるのではなくて、機械が動くこと

によって自動的にコンクリートを流し込んで固めるということで、どちらかというと材料代

とかというよりも施工の効率性ですとか省力化、人手がかかることですとか時間短縮と、そ

ういった効果で結果的に大型の機械を入れたとしても整備にかかるコストとして０．１億円

の縮減効果が出るということで今回計上したということでございます。 

○北林委員 そうしますと、この大型機械のイニシャルコストは入っているんですか。 

○山形河川国道事務所長 入っています。 

○北林委員 わかりました。 

○奥村委員長 小笠原先生。 

○小笠原委員 資料の１６ページについての確認なんですけれども、右上の表の中でＵ字型擁壁

構造の長さが５６０メートルで、雪庇防止板の長さが９８６メートルと。これは単純に約２

倍という考え方でよろしいんでしょうか。 

○山形河川国道事務所長 そうですね。雪庇板につきましては、直壁が上り側、下り側、２カ所
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ありますので、約倍近くということでございます。 

○奥村委員長 ほかにございますか。 

  幾つか質疑ございましたけれども、基本的に事業の継続そのものに対しては継続すべきとい

うことに対する別の意見というのはないようですので、原案どおり継続という対応方針案を

認めることとしたいのですが、よろしいですか。ありがとうございます。 

  それでは、次に、もう一つの重点案件ですね、一般国道４７号新庄古口道路について説明を

お願いします。 

○山形河川国道事務所長 引き続きまして、資料４－２で一般国道４７号新庄古口道路について

ご説明をさせていただきます。 

  資料を開いていただきまして、１ページ目、事業の目的と概要ですが、主にこの道路につき

ましては、防災安全上必要な区間ということで、搬送時間の短縮ですとか冬期の走行性の確

保ということを事業目的としております。計画の概要としましては、山形県の新庄市から戸

沢村の１０．６キロ、暫定２車線での整備を行っているものでございます。事業化は平成１

３年度ということで、前回再評価時、平成２８年度ですが４４１億円の全体事業費というこ

とでございました。 

  資料２ページ目でございます。事業の今の進捗状況としましては、トンネル２カ所がまだ発

注できておりませんが、それ以外につきましては全線で施工済み、施工中という状況でござ

います。 

  続いて、３ページ目でございます。こちらも先ほどと同様、平成２７年度以降、新規で事業

化した区間が青字で表示されております。 

  続いて、４ページ目でございます。こちらから事業の必要性に関する視点ということで、本

区間の効果としまして、災害・事故による交通障害の解消という効果を挙げております。本

区間につきましては、災害・事故によって過去３０年間で全面通行止めが６９回ということ

で、直轄で管理する区間では非常に多い区間になっております。今回この区間を開通するこ

とによって、そういった交通障害の解消を図るということでございます。 

  続いて、５ページ目でございます。医療施設へのアクセス性の向上ということで、こちらも

二次医療施設がない戸沢村から病院への平均アクセス時間の短縮を図るということでござい

ます。 

  続きまして、６ページ目でございます。この地域につきましては東北随一の豪雪地域という

ことで雪による影響に加えまして、現道の本区間については線形があまりよくないと。また
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隘路も多いということで、冬期の通常時に比べての速度低下というものが著しくなっている

ということでございます。 

  続いて、７ページ目でございます。観光の振興ということでも効果があるということで、酒

田港には外航のクルーズ船というものの誘致に成功しておりまして、酒田からの観光という

ことで、庄内地方と 上地方を結ぶ幹線軸の形成にも資するということでございます。 

  続いて、８ページ目でございます。農業支援ということで、山形県産のなめこというものは

鮮度が非常に重要でございます。市場の関係者においても、その輸送する際の定時性という

ものが非常に重要でございますので、この農業支援ということにも資する区間であるという

ことでございます。 

  続いて、９ページ目から、全体事業費の増額について、全体６１億円の内訳としまして３つ

挙げております。①、②ということでトンネル地山等級の見直しと重金属処理に係る増と。

この２つとも現場条件の変更ということでございます。３つ目の橋梁上部工架設工法の見直

しは、河川管理者との協議による条件の変更という内容になっております。 

  詳細につきましては１０ページ目からご説明します。まず、トンネルの地山等級の見直しと

いうことで、経緯としましては、当初は既往の文献ですとか地表の地質踏査、そういった状

況から推定をして設計をしていたということでございます。詳細な工事に入る前の設計の段

階でボーリング調査を実施したところ、不均質なクラックなどが確認されて、想定よりも固

結度が低いということが判明したという状況でございます。それを踏まえて、ルートですと

か構造の形式というものの見直しを検討していたところでございます。また、平成２８年７

月に低土被り部が土砂の流出を受けまして、その現構造についての切土構造の見直しという

ものを検討していたという状況でございます。 

  続いて、１１ページ目でございます。構造については切土構造の見直しを検討し、トンネル

の通過するルートというものも併せて見直しを行っております。トンネルを通しているのが

八向山という１つの岩盤である想定のもと、その山を回避するルートというものも比較検討

しております。検討した結果ですが、そのルート変更にしても構造の見直しにしても、追加

対策の費用を考慮した結果でも現ルートでの計画が経済的に優位となるということで、現在

のルート、また構造の形式というものを採用したということでございます。 

  １２ページ目に具体的な検討の内容でございますが、まず、当初は発破工法による施工とい

うことで、火薬を発破させることで岩盤を掘削するという工法を予定していたということで

ございますが、見直しによりまして機械掘削を採用すると。また、低土被り部についても現
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行のルート、構造のまま、補助工法、地盤改良を採用したということでございます。この過

程で比較対象としてルートの変更ですとか構造の見直しということも検討しましたが、結果

として経済的に優位であるということで現行のルート、構造での対策を実施したということ

でございます。 

  続きまして、１３ページ目から、こちらは重金属の対策ということでございます。こちらの

経緯としましては、平成２７年度から本格的な掘削工事に着手をしたと。平成２８年１０月

に掘削した土砂から変色が見られたということで調査した結果、一部から重金属が検出され

たということで、専門家に相談のうえ、その対策について検討を行ってきたということでご

ざいます。 

  １４ページ目に具体的な対策の内容でございますが、当初は重金属の検出は予期しておりま

せんので見込んでおりませんでした。見直しとしまして重金属の対策として１８億円を計上

しております。発生した土砂を処分場で処理を行い、それで購入土で新設をするという方法

と比較検討しまして、経済的に優位であるということで、盛土を構築する際に通常の重金が

含まれていない土で封じ込めると。また、法面の風化防止の保護も行うという対策を今回採

用させていただいたということでございます。 

  続いて、１５ページ目でございます。こちらは橋梁の架設工法の見直しでございます。もと

もと河川管理者と平成２６年度に事前協議を行っておりまして、その当時はクレーンベルト

架設工法ということで工事用の仮桟橋を河川区域内に設置をするという工法を想定していた

ところでございます。その後、平成２８年度に改めて河川管理者と協議を行ったところ、ほ

かの地域での事例ではございますが、非出水期内にその仮桟橋が撤去できなかったという事

例があったがために、非出水期内での確実な施工が可能で、且つ河積阻害を 小とする架設

工法の再検討を行ったということでございます。 

  具体的な対策でございますが、１６ページ目でございます。当初はクレーンベルト架設とい

うことで予定しておりましたが、見直しとしまして送り出し架設ということで、下のほうに

書いておりますが、ジャッキによって送り出しを行うという工法でございます。これによっ

て３．２億円ということでプラス２億円の増工をしております。比較の際には他の工法とし

ましてケーブルエレクション工法というものも検討しましたが、やはり経済的に優位である

ということで送り出し架設工法を採用したということでございます。 

  以上が事業費の増についてのご説明です。 

  １７ページ目からコスト縮減の取り組みということで、スライドセントルという、トンネル
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掘削後に覆工コンクリートというものを打設する際の型枠を、別々で製作をするという計画

でございましたが、近接するトンネルでありますので一体的に施工するということで、セン

トルを転用するということでコスト縮減を行っている内容になっております。 

  続いて、１８ページ目でございます。以上の事業費の見直しということで、ＢとＣがもとも

と、下のほうですが平成２８年度、前回時点では５１６億円、Ｃが４１０億円でしたが、今

回見直しによってＢが６００億円、Ｃが５４４億円になっております。 

  １９ページ目でございます。８、９、１０は今ご説明した内容になっております。１１番目

は地方公共団体の意見ということで、事業継続について同意ということになっております。 

  以上を踏まえまして、対応方針の原案としまして事業継続とさせていただいております。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問お願いします。竹内さん。 

○竹内委員 Ａ３の資料で「防災面の効果が特に大きい事業であり」ということで、Ｂ／Ｃは対

象外であるということであったと思うんですけれども、この場合はどういう点でそういうふ

うになったのかを教えてください。 

○道路計画第一課長 まず、防災面の効果が特に大きい事業につきましては、事前通行規制区間

や津波浸水区間がある箇所で、なおかつ、通行止めになった場合の迂回距離が２倍以上、迂

回時間も２倍以上になる、そういった事業が対象になっております。 

  この新庄古口道路につきましても、事前通行規制区間がある区間でございます。また、資料

４－２の４ページ目のところに迂回の図がございます。通行止め時、通常時と迂回時の比較

をしておりますけれども、迂回距離が６０キロから約３倍かかると。また、迂回時間につき

ましても約２倍ということで、防災面での効果が大きいものということで対象になっており

ます。 

○竹内委員 よくわかりましたけれども、その２倍、３倍という数字はどういう考え方で出てき

たんでしょうか。次のページには医療とか出てくるんですけれども、医療の場合はこのぐら

いの時間じゃないといけないとか、そういう考え方だけ教えてほしいのですが。 

○道路計画第一課長 迂回時間が２倍、３倍といいますのは、広域の拠点のところを結ぶ時間が、

通行止めによって、例えばここでいうと新庄と酒田の区間の比較をしておりますけれども、

そこの広域の拠点同士を結ぶ区間の迂回が距離と比較して２倍以上になっているかどうか、

迂回の時間も２倍以上になっているかどうかというものでございます。 
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○竹内委員 例えば距離がかなり小さくなると別に２倍になってもそれほど影響ないように思う

けれども、その２とか３というのはどういうところから来ているのかということだけ、簡単

な質問ですけれども、考え方だけ教えてもらえればと。 

○道路部長 実はそもそもこの案件といいますか、防災面の効果が特に大きい事業というのは２

３年の段階でご審議をしていただいていまして、そのときに多分数字としてこの２倍という

数字が出ているんだと思うんですね。その２倍の根拠を今、多分先生はご質問されているん

だと思うんですが、すみません、それは今手元に資料がないので、１回整理してご説明をさ

せていただきます。 

○奥村委員長 そのほかどうでしょうか。 

○遠藤委員 １８ページなんですけれども、事業の投資効果というので、今回全体としてベネフ

ィットが６００億円、コストが５４４億円。資料３のほうの全体事業費は５０２億円。これ

は積算している、基準の年が違うんですかね。要するに５４４億円と５０２億円の違いを教

えていただければありがたいんですが。 

○山形河川国道事務所長 まず、評価した年度を基準年として、投資した額ですとか発生する便

益を割引率として４％だったと思いますけれども換算をするという作業をしています。おっ

しゃるとおり、平成２８年度のときは平成２５年度の基準年で設定をしています。今回平成

２９年度ですので、４年割引がよりきいているということで、１．０４の４乗をすると約１．

２倍だと思うんですけれども、１．２倍は単純に計算上増えるということになっておりまし

て、Ｂについてはそれだけが影響しているんですけれども、Ｃについてはそれに加えて今回

の増工分を追加して足しているということで、この６００億と５４４億ということになると

いうことです。 

○遠藤委員 つまり年度をちゃんとそろえれば、この５０２というのと５４４は同じ意味なんだ

ということですね。 

○山形河川国道事務所長 そういうことです。 

○奥村委員長 そのほかどうでしょうか。北林さん。 

○北林委員 １７ページのトンネルですが、スライドセントルを２つ造らずに１つを使い回すこ

とにしたそうですが、当初、トンネルを２つと考えたけれども、「近接トンネルを一体施工

としてスライドセントルを転用」と書いてあって、トンネルの概念を一体型に変えた、と読

み取れます。一体といっても真ん中に平地が入るので２つなのに「一体施工」という、この

表現がわかりません。トンネル２つは場所を変えるわけにはいかないので、もともと２つだ
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し今も２つです。もともとサイズが別だったものを、同じにできるのであれば、素人考えで

は 初からそれを考慮できるのではないかと思うのですが、２つを全く別物と捉える根拠は

何だったんでしょうか。今後も同様のことがあればこの方法でやるのがいいのではないかと

思うので、確認しておきます。 

○山形河川国道事務所長 ありがとうございます。 

  一応経緯としては、各地山ごとに強度やルートが違うことが通常ですので、トンネルを計画

する際にはそれぞれの調査結果に基づいて必要な断面の設計をして、そのために必要な工法

というのは別々で検討するというのが実際のところではあるんです。ただ、地山が違うとは

いえ、似たような形状であれば、同じような断面で同じように施工するということが効率的

になる場合があります。当然、片方の断面に合わせるということは、もし断面が小さかった

りした場合は必要な断面よりも過大になったりすることも逆にあるんですけれども、ただ一

方で、転用することによって施工の効率性を上げることによるコスト縮減が勝れば、もとも

と別々で検討して別の構造であったものを一緒の構造にしても減額になるという場合におい

ては、こういったセントルの転用ということをすると考えておりますので、確かに、別々に

検討していたけれども実際施工のタイミングで同じでもいいんじゃないかという検討はさせ

ていただくということを今後していかなきゃいけないなと思っているところです。 

○北林委員 山が違えば地質が違うので、別々に当初設計しなければならないというのが基本で

あり、調査を進めていく中で一体施工が可能になったということなんですね。わかりました。

ありがとうございました。 

○奥村委員長 そのほかいかがですか。黒田さん、お願いします。 

○黒田委員 すみません。生活者として、また、私、農業の従事もしておりますので、その視点

からのお願いなんですが、１４ページ目のところに重金属の検出を想定していないという当

初のことから、見直しで１８億円ということになりました。重金属の検出を想定しないとい

うことは、１３ページのほうに戻りますと県知事の調査命令もなしで、そういうこともあっ

たということなんですが、道路というのは人々の生活が豊かになるため、また、いろいろな

観光振興のためにやっているということ、本当にありがとうございます。ただ、もし重金属

が検出されてこれが影響を与えるようなことになると、未来永劫にわたって取り返しのつか

ないことになってしまうと思うんです。ここにもなめこの例も出ていましたが、そういうこ

とを拝察しますと、やはりこういうことは常に想定して工事に取りかかったほうがよろしい

のかな、または想定した場合はもうちょっと何かいい対策がとれるということが今後あるの
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であれば、そのようにお願いしたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○奥村委員長 何かありましたら。いいですか。 

○山形河川国道事務所長 そうですね、確かに一度検出された地域であれば、その地域で同じよ

うな工事をする際には当然重金属が出るということは想定されます。ただ、今回の場合は発

生した箇所からかなり離れていたということと発生している一番近いところとも地層が異な

るということで、その必要性は当時想定していなかったということで今回こうなりましたが、

今回この地域で出たということは、当然今後その地域で工事する際には参考として、想定さ

れる場合にはそれを前提として工事を検討するということになろうかと思います。 

○黒田委員 今後に活かしていただければ、また想定するということによって何か防げる対策が

あるのであれば、ぜひよろしくお願いいたします。 

○奥村委員長 ほかいかがですか。 

  それでは、大体出尽くしているようですし、ここのところについても事業全体の継続に関す

る異論というのはないように思いますので、継続という対応方針案を認めることにいたした

いですが、よろしいですか。ありがとうございます。 

  では、要点の審議に移りたいのですが、１０件ありますので、すみません、一括で説明をお

願いいたします。 

○道路計画第一課長 それでは資料３のほうをお願いいたします。要点審議、この一覧に基づき

ましてご説明いたします。 

  １枚目、５－１、一般国道１０３号奥入瀬バイパスでございます。平成２４年度に新規事業

化になりまして、事業化から５年ということで再評価になっております。変更点でございま

すけれども、計画交通量、これは将来ＯＤの変更によりまして若干交通量が増えております。

費用便益分析につきましては変更ございません。事業必要性の観点から事業継続ということ

で対応方針の原案をしております。 

  なお、青森県知事からの意見としては事業継続について異存なしということで意見をいただ

いております。 

  続いて５－２、一般国道４号築館バイパスでございます。前回平成２６年度の再評価から今

回３年後の評価を行うものでございます。開通の延長でございますけれども、一部、堀口地

区７００メートル開通がございましたので、開通延長が約３．８キロに増えております。そ

のほか、計画交通量の変化のところ、前回１万４，２００台だったのが、ネットワークの変

化、周辺の新規事業化がございまして若干増えまして１万４，６００台になっております。
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それに伴いまして全体のＢ／Ｃが１．３ということで増えております。事業必要性の観点か

ら原案としましては事業継続ということにしております。 

  なお、これにつきましても、宮城県知事からは事業継続について異議なしということで意見

をいただいております。 

  続いて、一般国道７号下浜道路でございます。平成２６年度に再評価を行っております。事

業期間の変化のところで変更点がございます。前回は平成３４年度までの期間を対象にして

おりましたが、平成３１年度の開通ということで事業進捗がございましたので、平成３１年

度までの３年間、期間を短縮しております。計画交通量や費用便益比は省略の対象となって

おります。事業必要性の観点から対応方針の原案は事業継続ということにしております。 

  続いて、２枚目をお願いいたします。 

  ５－４、日本海沿岸東北自動車道能代～小坂、一体評価を行っているものでございます。 

  上のところ、二ツ井今泉道路、個別評価でございますけれども、計画交通量は個別評価で変

化ございません。費用便益比も変化はございません。 

  その下、一般国道７号鷹巣大館道路（Ⅱ期）でございます。一部、平成２９年度に開通する

予定のところ、また昨年度開通したところがございまして、５．６キロ開通ということにな

っております。また、事業期間の変化につきましては、事業進捗を踏まえまして、１年、事

業期間のほうを延ばしております。また、計画交通量につきましては、周辺のネットワーク

の変化の影響がございまして、個別評価では若干交通量のほうが変動しております。個別の

Ｂ／Ｃの変化につきましては、前回とは変更ございません。 

  なお、この２区間につきましては一体評価を今回行っております。計画交通量につきまして

は一体で算出し１万２，１００台と。また、Ｂ／Ｃのほうも一体で算出いたしますと２．３

ということで確認しております。この２件につきましては事業継続ということにしておりま

す。 

  今の３件につきましては、秋田県知事からは事業継続について異議なしということで意見を

いただいています。 

  続いて、５－５、日本海沿岸東北自動車道の酒田～由利本荘でございます。 

  酒田みなと～遊佐のところにつきましては、まず個別の計画交通量は、前回と比べて事業化

の影響がございまして若干の減少ということになっております。交通量の減少に伴いまして、

個別のＢ／Ｃは１．６ということで前回よりも減っております。 

  続いて、その下、一般国道７号の遊佐象潟道路でございます。こちらは事業期間でございま
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す。事業進捗を踏まえまして、前回は平成３４年度までの事業期間としておりましたが、２

年期間を延長しまして平成３６年度までの評価ということにしております。また、計画交通

量の変化でございますけれども、ネットワークの変化ということで新規事業化がございまし

たので、前回よりも個別の計画交通量のほうが増えております。個別の費用便益比について

は前回と変更なく２．３となっております。 

  この２区間につきましても、今回一体評価で行っております。計画交通量につきましては、

一体評価で行いまして１万２，３００台。それに伴い、費用便益比につきましてはＢ／Ｃは

１．８となっております。この２件につきましては、必要性の観点から事業継続としており

ます。 

  続いて、３枚目をお願いいたします。 

  まず、上から、一般国道１１２号の霞城改良でございます。前回、平成２６年度に再評価を

行っております。事業期間、前回と変更しております。前回は平成２９年度までの評価期間

としておりましたが、事業進捗を踏まえて２年延長しまして平成３１年度までとしておりま

す。それに伴いまして、Ｂ／Ｃ費用便益比は１．１と前回よりも減っております。対応方針

原案としましては事業継続としております。 

  その下、一般国道１１３号梨郷道路でございます。前回、平成２６年度に再評価を行ってお

ります。こちらにつきましても事業期間の変化といたしまして、前回は平成３０年度までの

評価期間としておりましたが、事業進捗を踏まえまして平成３２年度まで事業期間を延ばし

ております。計画交通量にも変化がございます。前回は１万２，１００台という計画交通量

でしたが、周辺のネットワークの変化がございました。この梨郷道路に接続いたします山形

県の事業、２８７号の米沢川西バイパスが平成２８年度に事業化したことによって交通量の

転換がありましたので、１万３００台に変更になっております。これに伴い、Ｂ／Ｃにつき

ましても前回１．７であったのが１．３ということで減っております。これにつきましても

事業継続としております。 

  これまでの山形県の事業につきましても、山形県知事からは事業継続について同意というこ

とで回答を得ております。 

  続きまして５－８、一般国道４号伊達拡幅でございます。前回は平成２７年度に再評価を行

っております。変更点は事業期間の変化でございます。前回は平成２９年度までの評価期間

としておりましたが、事業進捗を踏まえまして平成３２年度までの３年間延ばしております。

計画交通量につきましては、将来ＯＤの変更がございまして２万３，３００台に増加となっ
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ております。なお、費用便益比の変化は、事業期間を延ばしたことにより前回よりも減って

１．７となっております。対応方針原案としましては事業継続としております。 

  続いて、一般国道４９号猪苗代拡幅でございます。こちらにつきましても平成２７年度、再

評価をしております。前回からは堅田～磐里間で７００メートルが開通しております。事業

期間につきましても同じく前回２９年度までの評価期間だったのが２年延長しております。

計画交通量につきましても、将来ＯＤの変更がございまして若干交通量のほうは増えており

ます。Ｂ／Ｃにつきましては、事業期間が延長したことによりＢ／Ｃが減少しており、前回

１．２であったのが１．０２となっております。事業必要性の観点で対応方針原案は事業継

続としております。 

  後、一般国道４９号北好間改良でございます。同じく前回は平成２７年度の再評価でござ

いました。事業期間を変更しております。前回は平成２９年度までの評価期間としておりま

したのを３年間延長しまして平成３２年度までとしております。こちら、計画交通量につき

ましては周辺の道路の事業化の影響がございまして、計画交通量は前回よりも若干減って１

万７００台となっております。それに伴い、Ｂ／Ｃにつきましても前回から若干減りまして

１．３となっております。これにつきましても事業継続としております。 

  この福島県の３件につきましても、福島県知事からは事業継続について異議なしということ

で回答をいただいております。 

  説明につきまして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、一括で審議したいんですけれども、いかがでしょうか。それぞれについてでも結

構ですので、質問、意見ありましたらお願いします。いかがでしょうか。 

○小野委員 それぞれの事業、必要だということは十分理解できました。ありがとうございます。 

  先ほど便益の話が出たんですが、それぞれの必要性の視点の中で、やはり物流や医療、観光

といった視点が触れられているわけなんですけれども、観光が増えるとか物流が増えるとか、

そうした部分の便益で、要するに消費額が増えるとか、そういう部分はこの便益に反映され

ていると思ってよろしいんでしょうか。 

○道路計画第一課長 ご質問ありがとうございます。 

  ここのＢ／Ｃにつきましては、時間短縮などの３便益しか入っておりませんので、生産量の

増加などの長期的なストック効果については、今回は入っておりません。 

○小野委員 それは、基本的にはマニュアルにそういうのはないということなんですかね。 



-21- 

○道路計画第一課長 Ｂ／Ｃの算出につきましては、はい、考えておりません。 

○小野委員 要するに時間が短くなって便利になれば観光客も増えるし物流も便利になると、そ

ういうふうな整理で、交通量が増えるという１点で整理されているということなんでしょう

か。 

○道路計画第一課長 交通量、交通の状況ですとか、あとは時間短縮での便益の算出になってお

りますけれども、やはり委員のおっしゃるとおり長期的にストック効果、生産量が増える、

または観光客の増加による地元の消費が増えるといった観点の効果もございますので、そう

いったところもしっかり説明資料で盛り込んでいくなど、事業の必要性の公表はしていきた

いなと思っているところでございます。 

○小野委員 初歩的な質問で申し訳ございません。あともう１点よろしいですか。先ほど奥村先

生もおっしゃったんですが、知事さん方のコメントが必ず出ているんですが、知事さん方が

異議ありとかだめという話はケースとしてあるものなんですか。必ずご説明されております

ので、何かあるのかと。 

○道路部長 全くないということはなくて、おっしゃるとおり多分その知事さんの考え方によっ

ては、それは当然継続しないでくださいということもあり得ると思います。 

○小野委員 ありがとうございます。 

○奥村委員長 はい。 

○遠藤委員 今、ほとんどのご説明の中で、順調にいっているものとかあるいは期間が一般的に

は延びるという傾向にあるかと思うんですが、資料３の一番下の一般国道７号の下浜道路で

すか、これは予定よりは３年短くなっていますね。なかなかいいなと思ったので、できれば

どうすればこのようにうまくいくのかという、一言でもコメントをいただければありがたい

んですが、よろしくお願いします。 

○道路計画第一課長 この下浜道路につきましては、用地交渉などが予定よりもうまくいきまし

て、工事の進捗が思ったよりも早くできたということで３年間短くなっております。 

○奥村委員長 北林先生。 

○北林委員 今の例とは反対に、表では期間が長びいた工事のほうが多いのですが、長くなると

費用便益比が変化して、下がるわけですよね。それにもかかわらず事業費が変化しないとい

うのはどうしてなんですか。長くなって費用が増せば費用便益比は悪くなるはずですよね。

そこのところをご説明いただければと思います。 

○道路計画第一課長 ご質問ありがとうございます。 
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  今回事業期間を延ばしているところは複数ございますけれども、先ほどと逆で、逆に用地交

渉が延びてしまうところがやはりございます。特に工事の中で必要な対策工が出てきたとか

ということがなければ、費用の増加はございません。その場合にＢ／Ｃも減っているところ

は事業期間の延長によるものでございます。今のこの中では、今回の案件につきましては、

事業費の増加というものは確認しておりません。 

○奥村委員長 まだ仕事が進んでいないからですよ。もう早いうちにお金を使ってしまって、そ

のあとで事業期間が延びますと効果が出る時間が遅くなるので、だから効果が出る時間が遅

くなる分だけ費用便益比が小さくなりますけれども、工事の着手までの期間が延びると、お

金をまだ使っていないですから、使うお金も出てくる便益も先に延びるだけなので、比率は

あまり変わらないですね。だから、やりかけたので途中で延びるというのは大変まずいんで

すけれども、ちょっと難しいので少し様子を見るというか、本格的に着手するまで待つとい

うことであれば、それほど大きい影響はない。 

○北林委員 なるほど、わかりました。そうすると、長引くことによって費用が多くなるから数

字が悪くなるのではなく、すぐに便益が出てこないから、数字が悪くなるということですね。

分母と分子の関係ですね。ありがとうございました。 

○副局長 あとちょっと補足ですけれども、ここの事業費の欄に書いてあるものとＢ／Ｃの計算

のＣで書いているものは異なります。例えば今ちょうど手元に山形の霞城改良の資料がある

んですが、これは事業費２５９億円というふうに書いていますけれども、費用の現在価値と

しては３２４億円ということで、ご指摘のようにＢ／Ｃ評価の中のＣのほうは変わってまい

ります。そういう意味では２つの数字を使い分けておりますので、そのあたりはご理解いた

だければと思います。 

○北林委員 わかりました。 

○奥村委員長 名目価格というか、そのときの使ったお金をそのまま出したものか、現在価値に

変えたものかという考え方があって、ずれが発生しますと現在価値換算したものは変わりま

すけれども、それをＢ／Ｃを計算するときに使いますので、Ｂ／Ｃには「いつ使ったお金

か」ということが反映されます。でも、事業費として書かれているのは積み上げたお金その

ものなので事業期間がずれても変わらない。仕事の内容が変わらなくて物価もその間にあん

まり変わらなければ、数字は変わらないということになります。 

○北林委員 わかりました。 

○奥村委員長 成田先生、どうぞ。 
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○成田委員 ２つお伺いしたいと思います。 

  まず１つは今お話ししていたところで、事業費は変化がないというところにすごく違和感が

ありました。というのは、用地取得に関わる費用ってかかっていますよねという、要は間接

費の経費とか皆さん方の人件費、用地に係る人件費が期間を想定すれば当然長くなるわけで

それも含めて本来は考えるべきだけれども、今それは想定、数値として捉えるのは難しいの

でこういう形で計算していると理解したいと思います。まず、そういう考え方についてはど

のようなご意見をお持ちかというのが１点目です。 

  ２点目は、これも個別で大変恐縮ですけれども、要点５－４の能代～小坂、事業費の変化は

なく、ほかにも変化はなくて、一体評価したときに個別より計画交通量が減ってしまい、な

おかつＢ／Ｃが増えていくというところをどのように考えていけばいいのかというところを

教えていただければと思います。ですから３つになるんですかね。２つ目の質問は２個に分

けた方が良いですね。一体評価で個別評価の時より交通量が減るのはなぜかということと、

次に、Ｂ／Ｃの計算の、この変化の要因について教えていただければと思います。 

○道路計画第一課長 まず、計画交通量の減少でございますけれども、ここの二ツ井今泉道路と

鷹巣大館道路でございます。個別で評価することと違って一体で評価するときは、それぞれ

の将来予測につきまして、区間の加重平均をとる計算になっておりますので、全体として見

たときに増えるところもあれば逆に個別評価よりも減るというところはございます。 

○成田委員 では便利になっても、そこの区間だけ見ると減ってしまうと。 

○道路計画第一課長 減るところはございますけれども、そこで全体で見たときにしっかりＢ／

Ｃが例えば１を超えて、全体としてネットワークとして効果が出ているかどうかという観点

で評価を行っているものでございます。 

○成田委員 時間もないのであまり質問するのも恐縮ですけれども、具体の数字でいうと、１．

４から一体評価をすると２．３になる。交通量が減っているにもかかわらず全体評価として

は増えるという、このバランス的なところというのはどのような要因でＢ／Ｃが増えていく

んでしょうかという質問です。費用のほうは変わっていないとするならば、Ｂのほうが増え

たのでしょうか。 

○奥村委員長 下の事業は２．９あるんですよ。だから、下のほうで出てくる便益と上のほうで

出てくる便益を足したものを両方の費用を足したもので割り算するので、２．９と１．４の

真ん中ぐらいの２．３になっているだけなんです。 

○成田委員 わかりました。ありがとうございます。そういうことですね、わかりました。 
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  そうすると、では 初の質問ですね、コストの考え方ですね。 

○道路部長 簡単に言ってしまいますと今のルールは考えないようになっているという状況なん

ですが、多分、いろんな視点があって、やはり人件費も加えたほうがいいというようなご議

論もあると思うんですが、今のルール上では入れないことにはなっています。それは全国的

にそういうふうな整理になっていまして、今後入れたらいいかどうかという議論はまた多分

出てくる可能性はあります。世界でもいろんなところでＢ／Ｃの検討はされているんですが、

それでもやっぱり議論はあると思います。 

  どう思いますかということに関しては、そこはいろいろご議論があるところですので、また

今後勉強したいと思います。 

○成田委員 ありがとうございます。 

○奥村委員長 国交省さんの仕事分が入っているかどうかちょっとわからないんですけれども、

普通、事業費の中に一般管理費ってつけて積算しますから、そこのところで基本的には工事

にそのままかかったお金プラスそれに携わった人の経費というのは間接的に考えられている

はずなので、入っているといえば入っているんですけれども、でも、そんなにこの事業に本

当に幾らというようにきちんとそこのところが計算されているかどうかというのはわからな

いというのが１つあります。 

 ２つ目は、今まさに東北で起こっている問題ですけれども、この事業をやめたからじゃあ人が

減らせるかとなるとそれはなかなか難しい。だから国交省さんももうちょっと長期的に考え

て人材を使っていますよね。そうすると、費用の計算に入れてもいいんだけれども、むしろ、

特に復興事業みたいにこの時期にものすごく固まって事業を進めるのはその専門の人が足り

ないみたいな能力のキャパシティの問題の方が重要なような気がしますね。考え方としては

一般管理費として少し考慮されているが、厳密にお金として入れるべきかどうかというとこ

ろは議論がまだ進んでいないかと思います。 

○成田委員 ありがとうございます。期間費用の中に入っているんであろうというところはわか

るのですけれども、期間が延びたにもかかわらず事業費は一向に変わりませんというよりは、

単純に１年延びたらコストを０．何％増やしましょうというような形であっても考慮されて

いれば、事業が延びたことに対する評価がより正当に数値化できるのではないか、という風

に感じたのでお聞きした次第でございました。ありがとうございます。 

○奥村委員長 ぜひまた国交省さんの中で議論してください。 

  そのほかよろしいですか。 
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  私からは、Ｂ／Ｃが１．０２とかなっているところがあるんですけれども、そこの効果って

やっぱり災害とか降雪があったとき、例えば通れなかったときにものすごく時間がかかるん

だということで説明されているんですよ。それで、やっぱり今のＢ／Ｃの計算の方法では、

そういう非常時とか途絶したときの状況が全然入っていないんですよね。これはずっと前か

ら指摘されていまして、計算のほうに何とかして反映していくべきではないかという議論も

あります。現時点では、前のほうの整備の意義として書かれていることが必ずしも全部今の

計算方法でＢ／Ｃのところに反映されていないということをご理解いただければなと思いま

す。どうしていくかについては、研究者と国交省さんのほうで鋭意研究中ということですの

で、そのうち考慮できるようになってくるかなと思っております。 

  以上ですが、すみません、時間も時間なんですが、要点事業１０件について一括で継続とい

う対応方針案でよろしいでしょうか。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いただきますので、５分程度休憩をとりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

～休   憩～ 

 

○奥村委員長 お待たせをいたしました。 

  本日の開催結果のまとめについて確認をします。事務局、よろしくお願いします。 

○司会 お手元に配付した資料に基づきましてご説明申し上げます。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２９年度第２回委員会を平成２９年９月５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 東根～尾花沢 

    ●一般国道４７号 新庄古口道路 

    ●一般国道１０３号 奥入瀬（青橅山）バイパス 
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    ●一般国道４号 築館バイパス 

    ●一般国道７号 下浜道路 

    ●一般国道７号 二ツ井今泉道路 

    ●一般国道７号 鷹巣大館道路（Ⅱ期） 

    ●日本海沿岸東北自動車道（酒田みなと～遊佐） 

    ●一般国道７号 遊佐象潟道路 

    ●一般国道１１２号 霞城改良 

    ●一般国道１１３号 梨郷道路 

    ●一般国道４号 伊達拡幅 

    ●一般国道４９号 猪苗代拡幅 

    ●一般国道４９号 北好間改良 

     上記１４事業は、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。 

   ・今後も環境に配慮した対応を進めること。 

・現地条件の変化を早期に把握するよう努めること。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 ご意見お願いします。よろしいでしょうか。 

では、以上でお認めしたということになります。ありがとうございました。 

  事務局に進行をお返しします。 

 

４．閉 会 

○司会 ありがとうございます。 

  以上をもちまして、平成２９年度第２回の事業評価監視委員会を終了いたします。 

  なお、第３回目の事業評価監視委員会につきましては、１２月１９日火曜日に予定をしてお

りますので、ご出席方よろしくお願いいたします。 

  本日はどうもありがとうございました。 


