
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第３回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成３０年１月１２日（金曜日） 

    １６：００～１８：００ 

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 では、これより本日の審議を行います。案件も多いので、説明はポイントを押さ

えて効率的に進めていただくようお願いいたします。 

  初めに、道路事業再評価６件の審議を行います。事業選定ワーキングが行われておりますの

で、選定結果について、事業選定委員の遠藤委員からご報告をお願いします。 

○遠藤委員 それでは、道路事業ワーキンググループの審議結果について、ご報告いたします。 

  道路事業ワーキンググループを１１月２２日に開催いたしました。 

  今回の再評価の対象でございます道路事業６件につきまして、事業計画の変化の有無、事業

費の増額の有無や要因、また、全体事業費や残事業のＢ／Ｃの変化状況等を踏まえて、結果

としては、事業費の増額規模及び要因により、三陸沿岸道路 登米～釜石の１件を重点審議事

業、その他５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す。 

  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、一覧表を用いて概要説明をお

願いいたします。 

○道路計画第一課長 道路計画第一課長の舟波と申します。 

  それでは、お手元のＡ３横の資料１をご覧ください。一番上に重点審議の登米～釜石がござ

います。開通済み延長の変化は、今年度、南三陸道路と本吉気仙沼道路の開通もあり、前回

の評価から１１．３キロの増加となっております。事業期間の変化はございません。 

  事業費の変化でございますけれども、前回から２２２億円の増となっております。内容につ

きましては、労務費高騰等１３億円、函渠工プレキャスト化５０億円、ＰＣ橋仕様見直し２

３億円、トンネル掘削７３億円、切土法面対策２５億円、掘削の岩線変更１２億円、跨道橋

の追加２０億円、防災ステーション追加６億円となっております。 

  計画交通量の変化はございません。 

  Ｂ／Ｃでございますけれども、全体は１．２となっております。事業費の増加によって、前

回１．２４だったのが１．１６となっております。残事業Ｂ／Ｃは２．７となっております。 

  対応方針（原案）といたしましては、東日本大震災からの復興道路といたしまして、事業と

しては継続としております。 

  概要につきましては以上です。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 
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  それでは、今日の道路の事業等で出てきます再評価実施の効率化判定のこと、それから労務

単価の上昇及び復興係数の適用について、資料２と３というのがありますので、これについ

て説明をお願いします。 

○道路計画第一課長 それでは、まず再評価の効率化について、資料２をご覧ください。 

  事業再評価につきまして効率化の取り組みを行っております。具体的には資料作成の省略で

すとか、Ｂ／Ｃの分析の省略などでございます。昨年３月の事業再評価実施要領細目の改定

にも記載しておりますけれども、１ページ目の上をご覧ください。「事業を巡る社会情勢等

の変化、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、以下の新規採択時に確認した事

業を巡る社会情勢等の変化が見られない事業についてはその限りではない」。 

  また、事業の投資効果についても明記しております。「事業の投資効果やその変化を検証す

るため、原則として、費用便益分析マニュアルに基づき、費用対効果分析を実施するものと

する。ただし、以下の事業採択時に実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない事業

についてはその限りではない」。 

  これらを踏まえまして、資料作成、費用便益分析の省略は、以下のとおりにしております。

資料作成につきましては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、前回資料作成を省略していない、全てを満たす場合に省略としております。 

  費用便益分析につきましては、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、費用便益分析に関する影響要因の変化がない、前回費用便益分析を省略していな

い、前回以降に部分開通がなく、残事業便益に影響がない、全てを満たす場合に省略として

おります。 

  その結果が２ページでございます。前回も資料作成等もしておりまして、資料につきまして

は全事業、現道課題や整備効果の部分は省略と。費用便益分析につきましては、部分開通等

もございまして、全て実施となっております。 

  以上でございます。 

○技術管理課長 技術管理課長の亀井でございます。 

  続きまして、資料３を用いまして、労務単価の上昇及び復興係数の適用についてご説明いた

します。 

  まず、１ページの上段をご覧いただきたいと思います。入札不調等の発生率の推移でござい

ます。東日本大震災以前の平成２０年から２２年度は、発生率が６％前後で推移しておりま
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した。その後、技術者がいない、あるいは協力会社がつかまらない、鉄筋工、型枠工など、

技能労働者などの確保が困難などの理由から、平成２４年度以降、入札不調等の発生率が激

増しております。平成２５年度におきましては３２．８％の発生状況でございました。 

  このため、発注ロットの大型化や参加資格要件の緩和等、さまざまな施工確保対策に取り組

んでまいりました。平成２６年度以降につきましては、入札不調等の発生率は減少してきて

いるという状況でございます。ただ、平成２８年度で見ますと１７．０％となっており、依

然、震災前よりも高い状況となっております。 

  続きまして、労務単価の推移についてご説明いたします。公共工事設計労務単価につきまし

ては、国土交通省及び農林水産省が発注する工事の積算に使用するもので、公共事業に従事

する労働者の賃金実態を調査し、本省で単価の改定を行ってきているところでございます。 

  グラフには被災３県の職種を単純に平均化した単価の推移を示しております。棒グラフは平

成２３年度からの平均単価を表示しております。折れ線グラフにつきましては、平成２３年

度を１．０としまして、それぞれの年度の伸び率を表示しております。平成２９年度におき

ましては平均２万４，８５６円ということで、平成２８年度に比べまして約３％の上昇とい

う状況になっております。 

  続きまして、次の２ページをご覧いただきたいと思います。復興係数でございます。復興係

数における間接工事費の補正についてでございますが、間接工事費は共通仮設費、現場管理

費で構成されております。共通仮設費を１．５倍、現場管理費を１．２倍に補正をする係数

でございまして、平成２６年２月から適用しております。平成２９年、昨年の１２月１６日

でございますが、第８回復興加速化会議におきまして、引き続きこの復興係数については継

続をすることとされております。 

  以上で説明は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。 

  それでは、重点事業である三陸沿岸道路 登米～釜石の説明に移りますが、全体の事業概要

と前回評価からの周辺環境の変化、事業計画の変更などにポイントを押さえて簡潔に説明の

ほどお願いします。 

○仙台河川国道事務所長 では、三陸沿岸道路 登米～釜石間の説明をいたします。 

  資料４をよろしくお願いいたします。１ページ目でございます。三陸沿岸道の登米～釜石間

は延長１１１キロの復興道路でございます。位置関係はこの下にある図面のとおりでござい

ます。 
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  次のページをお願いいたします。事業環境の変化、周辺環境の変化等でございますが、進捗

状況で説明をしております。右側の表を見ていただきますと、平成２９年度末には５６％が

開通を迎える予定となっております。 

  もう１枚めくっていただきまして、３ページでございます。今回の事業計画の変更の対応で

あります。事業費が全体事業費の５％に相当する２２２億を増額するものとなっております。

増額要因は表中にありますとおり、被災地特有の問題から設計の基準、現場条件の変更等に

伴う変更、及び補償関係などなどとなっております。個別の内容は後ほど説明いたします。 

  ４ページ、５ページはそれぞれの要因がどういった場所で発生しているかの位置図でござい

ますので、参考にご覧いただければと思います。 

  それでは、６ページから個別の内容についてご説明いたします。まず、函渠工のプレキャス

ト化についてでございます。函渠というのは高速道路の下をくぐり抜けるためのボックス状

の構造物です。当初計画におきましては、現地で全ての構造物を構築するという考え方をと

っておりました。それに対し、被災地におきましては技能労働者が非常に不足し、こういっ

た現地で構造物を構築することに対しての実現可能性というのが非常に高いハードルになっ

てまいりました。その結果、入札不調が多発し、復興加速化会議において構造物のプレキャ

スト化が確認をされたところでございます。その結果、プレキャストボックスを導入し、５

０億円の増額となっている状況でございます。 

  続きまして、７ページです。これはＰＣ橋の仕様の見直しについてでございます。当初は事

業化当時の一般的な部材で設計をしておりました。これを、社会インフラの老朽化が問題化

した以降、平成２４年度には橋梁の示方書が改訂される、また平成２７年にはＰＣのそれぞ

れの部材が標準仕様化された、このような状況を受けて、基準に基づいた変更を行ったとこ

ろでございます。その結果、２３億円が増額したということになっております。 

  続きまして、８ページをご覧ください。こちらは現地の条件の変更に伴う説明が数ページ続

きます。ポイントとなりますのは、当初の段階ではボーリングという地質調査をピンポイン

トで行ったり、また弾性波探査を行ったりしまして、地質の概要を把握した上で設計をして

おります。 

  それに対し、今度は９ページをご覧ください。トンネルの例でございますが、実際に山を掘

っていったところ、右下にありますように、掘削している先端部が崩落したりする事象が発

生しております。要因としましては、破砕帯等が中に部分的に介在してきていることがあげ

られますが、こうした崩落した断面を支えるための補助工法を多数採用した結果として７３
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億円が増額されております。 

  次のページをご覧ください。１０ページです。今度は切土法面という、いわゆる斜面ですね、

そういったところで局部的な崩落が起こっております。下の左側の写真などをご覧いただけ

ればと思いますが、こういった局部的な崩落が起こった際に、法枠というコンクリートのブ

ロック等で斜面を押さえるなどの対策を講じました。その結果として２５億円が増額になっ

たということでございます。 

  続きまして、１１ページは岩線の変更という状況です。これは、もともと想定していた硬い

岩盤層が局所的に大変浅い層から出てきたと。その結果、大型重機等を導入した。その結果

としての増額となっております。 

  １２ページをご覧ください。１２ページは、跨道橋の設置でございます。高速道路はインタ

ーチェンジ以外では一般道路と接続は直接いたしませんので、このような跨道橋が各所で設

けられておりますが、もともと本区間につきましては１１１キロの中で４４カ所の道路と交

差するという形になっておりました。間隔にすると２．５キロに１カ所ほど交差道路があっ

たということでございます。それを当初の段階では１７カ所まで集約することを想定して計

画いたしました。一方、事業が進んでまいりますと、三陸道の事業と並行しまして、自治体

が策定する復興計画や復旧計画といったものの策定も進んでまいりました。その結果、下の

図面にありますような防災集団移転、こういった住居を山の高台につくるようなケースが出

てまいりました。その結果として、最低限の住環境の保障をしようということで、５カ所を

厳選し、跨道橋の追加を行ったものでございます。その結果、２０億が増額になったという

ことでございます。 

  １３ページは防災ステーションです。当初の計画では、防災ステーションというのは当該区

間で１カ所と想定をしておりました。それはまだ全線が完成して高速道路がつながるという

ことを想定しない段階での計画であります。一方で、復興計画、復興道路の計画ができまし

て、全線の管理を行うことを前提として防災ステーションの適正配置を考えた結果、１カ所

を追加したということでございます。 

  １４ページはコスト縮減の事例です。当初計画ではかなり大きな断面のボックスを人が歩く

人道と水路を同一断面で入れていたものを、右側にありますような函渠と小型のボックス断

面に見直すことによって１億程度のコスト縮減を達成しております。 

  １５ページはＢ／Ｃの状況でございます。全体のＢ／Ｃは、前回１．２４に対して今回１．

１６。残事業Ｂ／Ｃは２．７を担保しております。 
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  最後のページでございます。１６ページにつきまして、６から８についてはこれまでご説明

をしてまいりましたとおりでございます。このほか、９番の地方公共団体の意見としまして、

岩手県並びに宮城県知事の意見を付しております。いずれも原案に対して異議はない、一日

も早い完成に向けて頑張ってほしいといった意見をいただいております。 

  以上より、対応方針の原案といたしましては、早期整備の必要性が高いとさせていただいて

おります。ご審議のほう、よろしくお願いいたします。 

○奥村委員長 説明ありがとうございました。 

  では、ただいまの説明に対して意見、質疑等ありますでしょうか。委員の先生方、よろしく

お願いします。いかがでしょう。河野委員。 

○河野委員 質問なんですけれども、９ページで、トンネル掘削で当初計画では６４億だったも

のに対してプラス７３億円ということで、１００％以上費用が追加になっているわけですけ

れども、こういったぐらいの大きさの見通しで失敗するというのは普通なんでしょうか。そ

れから、ボーリングして、今回はそこではないところで破砕帯というのが出てきたわけです

けれども、そもそも見ていないところに関して、見ていないんだからそこには何もない、起

こっていないというふうに考えるんじゃなくて、一定の割合でそこには何らかの費用がかか

る要因があるんじゃないかと推計すべきではないのかなと思うんですけれども、いかがなん

でしょうか。質問です。 

○仙台河川国道事務所長 破砕帯での補助工法というのは非常にコストがかかる事例が多くて、

今回、倍近い価格になっておりますけれども、これまで行ってまいりました長大トンネルの

事例からいっても妥当なレベルだと考えております。 

  また、ボーリング調査のすき間の部分でもう少しリスクを含めた算定をすべきではなかった

のかということはご指摘ごもっともでございまして、今後の事業費算定につきましてはその

ようなスタイルでやっていきたいと考えております。 

○河野委員 追加で要望なんですが、私はこの委員になってから毎回言い続けているんですけれ

ども、工事種別ごとに事業費の増額が実際どれぐらい変化しているかと、実際の当初予定と

比較して実際にどれだけかかったかということを整理して、例えば今回これ１００％以上か

かっているわけですけれども、その１００％追加したということが過去の事例と比較してど

うなのかということを評価して、今回は仕方がなかったとか反省すべきことがあるかとかい

うことですね、毎回反省すべきではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

  さらに、毎回データを蓄積していくというシステムと、どういうふうにそれを評価していく
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かというシステムをそろそろ構築してもいいんではないかなと思うんですけれども、その点

についていかがですか。 

○道路計画第一課長 ご指摘ありがとうございます。工種ごと増額、しっかり評価すべきではな

いかというご指摘どおりではあるんですけれども、実際の工事箇所ごとで増額しなければい

けない場所、あるいは全くする必要がなかった場所、それぞれございまして、一概に工種ご

とでどれだけ増えたかというところは正直、今の時点では整理はできておりません。今後蓄

積して参考にということですけれども、我々の中でもしっかり検討していきたいと思ってお

ります。 

○奥村委員長 よろしいですか。そのほか、どうでしょうか。 

○遠藤委員 遠藤です。各工種別に見ると、やっぱり工費の増額はトンネルが一番大きくて、そ

の次がプレキャスト化かなと思うんですけれども、お答えいただきたいのは、トンネルを掘

っている場合はもちろん安全が一番大事で、思ったより地山がよくなかったということはた

くさんあると思います。９ページの図面を見せていただくと、縦断面図では入り口と出口が、

崖錐層というんですか、ＤⅢ区間というところで多分よくないだろうなと感じるのですが、

トンネルの真ん中あたりは緑になっていて、そんなに悪いのかなという気持ちも持つわけで

す。こういう場合に、例えばここから見ると先受工法で、鋼管を斜めに打ち込んだ場合の費

用が結構かかっているのかなと思うと、断面を掘削して何メートルか先の部分を確認しなが

らやって、結局掘っていって先受工法がないと危ない部分だったのか、それともそうでない

部分も少しあったけど、やはり思ったとおり危なかったんでしょうか。 

○仙台河川国道事務所長 先生ご指摘のとおり、事前に例えば大規模な破砕帯が想定されるよう

なケースですと、先進導坑のようなものを入れたりして、地質を確認しながら工法を確定さ

せていくという方法でトンネルは掘られています。一方で、今回のケース、この事例でいき

ますと、大規模な破砕帯というよりは小規模な破砕帯が何カ所も出てくるというスタイルで、

それがこの写真の状況であります。特に左側のところというのは鏡面がかなりずるずるに滑

ってしまっている状況になっていまして、このような箇所については掘ってみないとわから

ない部分というのがどうしても出てまいりますので、このような補助工法の併用で掘らざる

を得なかったという状況かと考えております。 

○遠藤委員 結構です。 

○奥村委員長 ありがとうございます。ちょっと私から１つ確認したいんですけれども、今の９

ページの断面図の岩石の土質区分のところを見ると、補助工法がされているところはむしろ
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黄色のところよりも、見直し後の緑のところのほうが増えているように見えるんですね。補

助工法がさらに必要になったというのは、例えば緑だと思っていたところが黄色だったから

より危なかったので入れたというんだったらすっきりわかるんですけれども、反対のように

思えます。この緑、黄色、赤という色分けとそこの崩れやすさというのは１対１に対応して

いないんですか。そうだとしたら、どうして対応するように岩石の区分の仕方というのを見

直さないんでしょうか。ちょっとそこを教えていただけたらありがたいんですけれども。 

○仙台河川国道事務所長 ご指摘は確かに、例えば緑色のＣⅡの岩盤で、こういったところでも

写真のような破砕された区間が微少に入ってきていたりするわけです。この見直しの岩盤層

の表示の仕方でそれを全て網羅し切れていない点はあるかと思いますが、実際に現地のほう

で現場判断としまして、もう危険な状況であるといった場合に現地のほうで補助工法を採用

していっているという状況になっております。ご指摘どおり、そこの微細な破砕帯、大規模

な、例えば１キロも１００メートルも２００メートルも続くような破砕帯でない場合におい

ても岩質区分をさらに正確に表示すべきであろうという点はご指摘どおりかと思いますので、

こういった点は今後こういった資料をまとめる際に参考にさせていただきたいと思います。 

○奥村委員長 だからお願いは、結局今回のところも実は現道ですぐ横に以前に施工されたトン

ネルがあるわけですよね。そうすると、この岩質を何色という３段階とかで表すんじゃなく

て、例えば具体的に崩落みたいなものがあったところがこれだけありましたみたいなものも

一緒に残していれば、今回隣で掘ろうとしたときにもっと参考になるんじゃないかと思うわ

けです。だから、岩質区分が重要なんじゃなくて、例えば具体的に危ないというようなこと

がどこで起きたかみたいなマークがついているとか、そういうような形で資料を残していけ

ば次に近くでやるときに役に立つのではないかなという意味です。私たちが見やすいように

たくさん書いてくれという意味ではなくて、次の工法を検討するときに役に立つ情報を残し

ていただきたいなという意味です。 

○仙台河川国道事務所長 わかりました。 

○奥村委員長 そのほか。北林委員。 

○北林委員 プレキャスト化について、多分、現場施工の費用とプレキャスト施工の費用を単純

に比べて５０億円の増加としたのではないかと思うのですが、プレキャスト化すると現場施

工よりも早くできるとか、人工が少なくて済むとか、工場生産では現場施工よりも正確で品

質のよいものができるとか、いわばベネフィットがあります。プレキャストにすることによ

って利益になる面が少なからずあると思いますが、それはこの５０億円との関係でどう考え
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ているのかということと、若い人が減り、外国人の方をどのぐらい受け入れるかわかりませ

が、人手は今後も足りなくなっていくと思われる中で、プレキャスト化は進んでいくと思い

ますので、この材料についての数値的な評価を進めていかなければならないのではないかと

思います。この２点についてお聞きします。 

○仙台河川国道事務所長 まず、プレキャスト化の５０億の中には、いわゆるベネフィット的な

要素というのは入っていません。単純にかかった費用ということになっています。一方で、

委員ご指摘のとおり、早くできる、正確にできる、なおかつ品質が一定のものができますの

で、将来のメンテナンスの費用についてもベネフィットが発生するのではないかとは考えて

いるんですけれども、一方でまだプレキャスト化の大規模にこれだけ使って行った事例とい

うのも多々あるわけではありませんので、今回の事例をしっかりと記録し、またその後の検

証をすることによってベネフィット化できるんではないかと思っております。そういった点、

委員のご指摘も含めて、しっかりと管理費用等のチェックをしていきたいと思います。 

○北林委員 どうぞよろしくお願いします。 

○奥村委員長 そのほか、ありますか。竹内先生。 

○竹内委員 先ほど委員長が言われた９ページ目に戻って申しわけないんですけれども、補助工

法と土質区分でしたか、その関係がはっきりしていないというのがあったんですけれども、

これは弾性波探査をかけるときにどのぐらいの精度、解像度というんですか、それとそれに

かかるコストに関する説明があって、それで仕方ないとか、やっぱりできないとか、ここま

でできるとかなど技術的な説明があるともうちょっとわかりやすいなと思ったので、今後で

結構なんですけれども、よろしくお願いします。 

○遠藤委員 ２つぐらい。１つは、トンネルを掘る場合に、ある断面で掘っていくんでしょうけ

れども、こういう場合は例えば工法を変えちゃって、先進導坑で先に掘って、それからもう

一回広げようかという、そういういろんなことを検討した上で、今回の方法が一番妥当で、

期間もそんなに変更ないし安いという判断がなされたんでしょうか。そこをまず１つ教えて

いただきたい。 

○仙台河川国道事務所長 こういった補助工法を入れる際には、まずご指摘のありました、例え

ば最も確実なのは先進導坑ですけれども、そういったものと今回のような、例えばボルトで

岩盤を締め直すというような方法等の比較というのを行った上で、より経済的な方向でとい

うことで工法は選択をしております。 

○遠藤委員 ありがとうございます。もう１つなんですが、同じものをたくさんつくったほうが
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安いんじゃないかなと思うものですから、プレキャストの場合はこういう断面でいこうとい

うような企画をして、それをたくさん、どこの工場でもつくってもらうようにすると、もう

少しコスト縮減につながるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうのは可能なんで

しょうか。 

○仙台河川国道事務所長 そうですね、まだプレキャストの製品がそれほど大量にまだまだ流通

しているという状況にはないので、まだまだコストがかかっているという状況ですが、それ

ぞれ工場で、例えば型枠なんかもかなり今回の復興事業によって多数、工場のほうに配備が

できているかと思いますので、今後そういった形でのコストダウンというものを我々として

も非常に期待しているところでございます。 

○遠藤委員 ありがとうございました。 

○奥村委員長 ほかにありますか、今の件で。 

○河野委員 今、工事の工法について話があったのでちょっと、１つ戻るんですが、資料３で１

つめくったところで、最近入札の不調が多いと、最近１７％あるということなんですが、こ

ういうのを見ると、技術者が足りないということなんですが、業界全体の賃金あるいは一部

の人の賃金かもしれませんけれども、低すぎるのではないかと言えるのかもしれません。そ

れをちょっとお聞きしたいんですけれども、例えばＨ２２年でも８％の不調が発生している

ので、短期的な状況であれば、例えば今、復興係数なんかを掛けて一時的に賃金を上げると

いうようなことをやっていいと思うんですが、長期的な影響があるとすると、長期的な政策、

その賃金に何かしら影響を与える政策が必要じゃないかなと思うんですが、その点はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○技術管理課長 公共工事の設計労務単価のお話だと思いますが、まず、労務費の調査につきま

してはその年の１０月時点で施工している工事を対象に無作為に抽出して全国調査を行って

おります。調査の対象工事に従事した建設労働者の賃金について、賃金台帳とか、実際のか

かっているもの、そういうような資料を用いて実態を調べて、それらも含めてヒアリング、

または作業日報等によって確認をしているという状況でございます。ですから、そういう実

態に基づいて次の年度についての労務単価費を設定していっているという状況になっていま

す。 

○河野委員 なので、今、現時点の賃金を見るのではなくて、将来像のどれぐらいの技術者が必

要で、そのためにはどれぐらいの賃金でないとその人たちを確保できないかとか、長期的な

視野で賃金設定、あるいは賃金に影響を与えるような政策を打っていかないといけないと思
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うんですが、その点いかがでしょうか。 

○技術管理課長 全国的な話になるかもしれませんけれども、今後の人口の状況とか、あと建設

業に関わっている人たちの動向がどうなるかというところもあわせて考えなくてはいけない

話だとは思います。今、委員からいただいた話につきましては参考にさせていただきたいと

思います。 

○副局長（安田） 従来、積算で使っている、公共工事で使っている労務単価は、先ほど説明あ

ったとおり実績追随主義になっているので、特に上昇局面においてはどうしても、それじゃ

あ仕事ができないとか、そういうのが生じやすいという欠点があります。かといって、逆に

払い過ぎも問題だし、今度下がる局面もあるということもあって、今までそれで来ているん

ですが、実は何年前か、特に需給が逼迫したところでは若干割り増しできるというような条

項も入れたりしています。今、どれぐらい使っているか、ちょっと不明ですが、その辺の加

算措置がとれたり、そういったことはやったりはしていますので、先生のおっしゃるような

先読み、予測してまではいっていませんが、だんだんと対応できるようにしています。 

○河野委員 それも人を確保するためには長期的に安定的な賃金じゃないと、その人たちは技術

を勉強しませんので、あらかじめこの賃金が確保できるという将来設計ができるような、安

心してその業界に入ってこられるような、そういった賃金体系にするべきなので、短期的に

ぽんと上げても、それは余り意味がないと思うんですね。なので、ぜひとも将来を見据えた

賃金体系を実現できるような政策を打っていただきたいと思います。 

○副局長（安田） 重要なご指摘ありがとうございます。それが本当にできると安心して業界の

方も働けるし、非常に歓迎される話だと思います。一方で、今までの考え方の積み上げや、

財務省などとの様々な協議の結果、今のやり方となっていますので、本省のほうでだいぶ調

整しないと簡単には実現できない点はあるかと思います。貴重なご意見ありがとうございま

す。 

○奥村委員長 成田委員、どうぞ。 

○成田委員 今の９ページのところでございます。トンネルを掘ってみなきゃわからないという

ご説明があったんですけれども、こういった工法の変更等にかかるコストを考えたときに、

不確実性を下げるという視点で国民に負担をかけないというところでのご検討はどうだった

のかということと、それからさっき河野先生からもお話がございましたけれども、不確実係

数のようなもので、掘ってみたけど、やってみたらやっぱり１３７億円になってしまって、

これは評価して知事もやってほしいと言っているといったときに、あらかじめその不確実な
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部分について国民に説明するべきなのではないかなと。今までご尽力されてボーリング等で

やってきたけれども、それでもやっぱりどうしてもこういう事例というのは自然の中である

わけですから、そこについて国民に説明をするときに、不確実に対してどう対応していくの

かというのをご説明いただけるとありがたいと思いまして、ですから２点ですね、お話しい

ただければと思います。 

○道路計画第一課長 ご指摘いただきましてありがとうございます。事前の事業化の前の時点で

しっかり詳細に調査して、こういった不確実な部分も下げられるようにしていければという

ことは思いますけれども、なかなかまだ、事業化、特にこの復興については震災後６カ月で

急ピッチで事業化したというところもございまして、なかなか把握できない部分はありまし

たけれども、今後そういった現地の不確実な状況についても想定して事業計画を立てていく

ですとか、そういったことも参考にさせていただきたいと思っております。 

○奥村委員長 先ほどの河野先生からの中にありましたね。工種ごとにこのぐらいに大体おさま

るよなという目安の数字をためていく話と、Ｂ／Ｃのときに需要とか変動がこのぐらいあっ

ても大丈夫かどうかとチェックをしますから、しっかりその段階でやっておいていただくと

いうことしかないかなと。不確実性がなくなるように頑張りますと言われても、自然には不

確実性があることはしようがないので、それは下げていく努力というのはもう少し考えてい

かないといけないでしょうね。難しい問題だと思うんですけれども。 

  では、この件について、いろいろと今後に向けてのご提案というのはあったんですけれども、

特に継続しちゃだめだという話は出てこなかったように思いますので、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、あとの道路事業の一括審議分、要点の事業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、またＡ３横の資料１をご覧いただきたいと思います。この資料

１に基づいて、特に変更点など、ポイントを絞って簡潔にご説明させていただきます。 

  上から２つ目、三陸沿岸道路 釜石～宮古でございます。開通済み延長、開通延長は前回か

ら１４キロ、昨年１１月に開通した部分の１４キロ反映しております。事業期間の変化でご

ざいますけれども、工事進捗を踏まえまして１年短くなりまして９年と、平成３１年までの

事業という期間に変更しております。 

  事業費の変化でございますけれども、労務費高騰、プレキャスト化、ＰＣ橋仕様見直し、ト

ンネル掘削など、２０億円の増となっております。Ｂ／Ｃにつきましては、事業期間の短縮

などによりまして１．６ということで、若干増えております。 
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  対応方針（原案）としましては、事業継続としております。 

  上から３つ目、宮古～八戸でございます。開通済み延長、今年度開通１０キロございまして、

それを反映しております。 

  事業費の変化でございますけれども、労務費高騰、函渠工プレキャスト化、ＰＣ橋仕様見直

し、地すべりの対策、１４６億円の増額となっております。Ｂ／Ｃの変化でございますけれ

ども、事業費の増加によってＢ／Ｃが少し減っておりまして、今回１．２となっております。 

  対応方針につきましては、事業継続としております。 

  上から４つ目、釜石～花巻でございます。これにつきましては、開通済みは変更ございませ

ん。 

  事業費でございます。労務費高騰、函渠工プレキャスト化、ＰＣ橋仕様見直し、転石の破砕、

そして擁壁の基礎地盤対策、仮設工法の変更、路床改良で６１億円の増額となっております。

Ｂ／Ｃにつきましても、事業費も増額ございまして、今回少し減って１．８となっておりま

す。 

  対応方針（原案）につきましては、事業継続としております。 

  ５つ目、宮古～盛岡でございます。宮古盛岡横断道路でございます。これにつきましても、

事業費の変化がございます。労務費高騰等、函渠工プレキャスト化、ＰＣ橋仕様見直し、生

コンクリート単価変更、トンネル掘削ございまして、２１０億円の増額となっております。

Ｂ／Ｃにつきましては、事業費の増加によるＢ／Ｃの減少で１．０３となっております。 

  対応方針（原案）につきましても、事業継続としております。 

  最後、東北中央道の相馬～福島でございます。今年度開通の１７キロがございまして、これ

を反映しております。 

  事業費の変化でございますけれども、労務費高騰等、函渠工プレキャスト化、放射能対策、

ＰＣ橋仕様見直し、トンネル掘削、黄鉄鋼対策それぞれございまして、８５億円の増額とな

っております。Ｂ／Ｃにつきましては１．１４９から１．０９ということで、１．１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。 

  簡単ですが、概要は以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございます。それでは、今の５件について審議をしたいと思いますが、

ただいまの説明に対して意見、質問等はありますでしょうか。いかがでしょう。よろしいで

すか。 
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  結構、やはり増額の要因というのは先ほど出てきたものと類似のことが多いんですけれども、

そういう意味でこれからの対応も先ほどのものと同じようにしっかり進めていただきたいと

いうことはあると思いますが、そのほかよろしいですか。 

○小笠原委員 全体の事業費の変化のパーセントなんですけれども、先ほどの重点審議は２２０

億ぐらい上がって、かなり増額していた印象があったんですけれども、全体からすると５％

なのでそれほど多くないのかなと。この復興事業に関してどの程度までの増額ならば許容範

囲というか、どうお考えなのか教えていただきたいなと思います。 

○奥村委員長 いかがでしょうか。 

○道路計画第一課長 特にどこまでの増額であればよいというものはございません。やむを得ず

増額しなければいけないものは出てくるんですけれども、今現在もコスト縮減もあわせなが

らやっておりまして、事業化時点の全体事業費をしっかり守り、予算管理しながらやってい

きたいと思っておりまして、今回ご審議いただいた事業費につきましても、しっかり予算管

理のほうをしていきたいと考えております。 

○奥村委員長 先ほどの議論もありましたけれども、着手までの間に時間が余りなかったという

ことで不確実性が多いという部分があると思います。ただ、やはり復興に向けてどうしても

必要性が高いということも当然同時にあったわけなので、仕方ないことでもあります。我々

のこの委員会の仕組みというのは増額があるときはチェックしないといけないので途中の段

階で増額の話が結構報告されるんですけれども、事業終了しないと減ったほうは余りちゃん

と出てこないので、そういう意味で説明はされていないんでしょうけれども、きちんと減ら

せるところを注意して進めていただいて、結果として全体の事業費が膨らむということが抑

えられるように頑張っていただきたいと思います。 

  そのほか、どうですか。よろしゅうございますか。 

  それでは、ないようですので、この５件についても継続という対応方針案を認めたいと思い

ますけれども、よろしいですか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  では、引き続き河川事業の再評価３件の審議を行います。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選定委員の竹内委員から説明をお願いします。 

○竹内委員 河川事業のワーキンググループを１１月１５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たいと思います。 

  今回の再評価の対象である河川関係の砂防事業３件ございまして、事業計画の変化ですとか、

事業規模及び事業費の増額の有無ですとか、また全体事業費や残事業のＢ／Ｃ等も踏まえま
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して、最も全体事業費が大きく、かつ全体のＢ／Ｃが小さい八幡平山系直轄砂防事業を重点

審議事業とさせていただいて、その他２件を要点審議事業というふう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、事業担当部及び関係事務所から今回の重点事業になりました八幡平山系直轄砂防

事業について、一覧表に基づいた概要説明を含めて説明をお願いします。 

○河川調査官 河川部河川調査官の平野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  重点案件につきまして概略から申し上げさせていただきます。資料８をご覧いただけますで

しょうか。一番上でございます。岩手県と秋田県のところで事業をしております。八幡平山

系直轄砂防事業でございます。こちらは前回評価が平成２６年度で再々評価でございました。

今回も再評価案件でございます。 

  前回からでございますけれども、事業計画等の変化はございません。また、事業費につきま

しても変化なしでございます。 

  便益の変化でございますけれども、主な被害軽減効果につきまして、こちらの需要量等につ

きましても低減が１０％以内というところでございます。 

  それらのことから手続にのっとりまして、費用便益比の変化というところ、Ｂ／Ｃでござい

ますけれども、今回省略の手続を図らせていただきたいというところでございます。 

  全体のＢ／Ｃでございますけれども、１．８というところで前回出ております。残事業費に

つきまして前回２．１というところで出ております。完成予定等につきましても変更なしで

ございます。 

  前後いたしました、申しわけございません。手続に則るにあたりまして感度分析を行ってお

りまして、残事業費、残工期、資産につきましてプラス１０％からマイナス１０％変化した

場合どうかというところを見ております。そちらを見た感度分析におきましたＢ／Ｃについ

て残事業で１．９というところでございます。 

  対応方針の原案としましては、事業継続ということでお諮りさせていただくものでございま

す。 

  概要は以上でございます。 

○湯沢河川国道事務所長 続きまして、八幡平山系直轄砂防事業につきまして資料９でご説明さ

せていただきたいと思います。湯沢河川国道事務所長の岡本です。よろしくお願いします。 

  １ページ目をご覧ください。事業の目的と概要を示しております。本事業は、秋田、岩手の
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県境の岩手山、秋田駒ヶ岳、これらを含めました火山の周辺において下流域の市町村などへ

の土砂災害を防止、軽減することを目的に実施しているところでございます。 

  この地域は、１ページ目の右上の位置図にもありますけれども、国道４６号や秋田新幹線と

いった重要な交通網でありますとか、山麓周辺の集落や、また、温泉、スキー場と、そうい

った地域のインバウンドなども含めた観光施設が多々ございます。中期的な目標としまして

３０年間としておりますけれども、この事業費につきましては４８０億円、残事業費につき

ましては３９４億円、事業費ベースでいくと進捗率が１８％と、そういった状況でございま

す。 

  次の２ページ目をご覧ください。過去の災害の履歴をまとめております。近年の災害としま

しては、平成２０年４月には岩手県側で葛根田川の大規模な崩落、また平成２５年８月には

秋田県側の供養佛地区で土砂災害、こちらは死者６名といった大きな被害が出ております。 

  １枚めくっていただきまして、３ページ目をご覧ください。岩手山の火山活動について概略

をまとめております。平成１０年に噴火の危機に直面しましたけれども、現在は噴火警戒レ

ベル１でございます。噴火の対応ということが当面の課題でございます。 

  続きまして、４ページ目をご覧ください。秋田駒ヶ岳の火山活動です。写真に載せていると

おりでございますけれども、昭和４５年に小規模な噴火がございました。近年、大体４０年

に１回のペースで噴火しており、平成３０年度で４８年目を迎えるところです。平成２９年

９月には気象庁の平成１５年からの観測開始以来では最多となる１日２００回を超える火山

性地震を記録といったこともございました。 

  １枚おめくりください。５ページ目でございますけれども、一定の条件下で想定されます被

害でございます。左の図中に火山、土石流危険渓流、土砂・洪水氾濫がそれぞれの氾濫想定

区域を赤、オレンジっぽい黄色と青い色で示しております。八幡平山系の観光産業でありま

すとか、国道４６号、秋田新幹線、こういった重要な交通網の途絶、こういったことが想定

され得るというところでございます。 

  次に６ページ目でございますけれども、火山土石流被害、土石流危険渓流被害、土砂・洪水

氾濫被害と３つに分けて、それぞれの３０年の整備目標を設定しております。家屋の被害で

ありましたり、孤立の危険でありましたり、観光地、また、重要交通網の途絶、こういった

ものの解消などを目標としております。 

  １枚おめくりをいただきまして、７ページ目でございます。事業の投資効果ということで、

被害軽減効果の一例を示しております。例えば左の図面でいきますと、左側の図に赤色で示
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している火山の土石流に対しまして、砂防堰堤等の整備によりまして観光地や重要交通網の

被害を軽減させると、この場合は解消すると、そういったところの一例でございます。 

  次のページ、８ページ目以降でございますが、８ページ、９ページ、１０ページにわたりま

して、今後５年程度の事業計画を図面に少し落としているものでございます。青い星印でプ

ロットしているところが、今後５年程度の間で事業を実施したりとか予定したりとか、そう

いった状況でございますけれども、優先的には火山土石流対策の基幹的な砂防堰堤を重点的

に進めてまいるということです。 

  ８ページ目は岩手県側の岩手山、９ページ目に岩手県側の秋田駒ヶ岳に関する部分、１０ペ

ージ目に秋田県側の秋田駒ヶ岳に関する玉川流域について記載しております。 

  １１ページ目をご覧ください。上半分が事業の進捗状況、下がコスト縮減について載せてお

ります。事業の進捗状況といたしましては、左側のグラフに累積事業費、右側に整備施設数

の状況を示しております。少し計画に対して遅れている状況ではございますけれども、ほぼ

計画どおりで、平成３２年時点でというのを黄色く旗上げしていますが、計画どおり進めて

いけるという見込みではございます。下側のコスト縮減につきましても、ここでは砂防ソイ

ルセメントを使うであるとか残存型枠を使用するであるとか、そういった事例を載せており

ますが、新技術等を用いていくことによって縮減を図ってまいるというところでございます。 

  １枚、次のページでございますけれども、１２ページ目、ソフト対策の取り組みについてま

とめてございます。本事業では、ハード対策のほかに土石流の発生予測や検知等を行ってい

くための監視カメラやワイヤーセンサーによる渓流の監視や、関係機関と監視情報の共有を

密に行っておりますし、また危機管理演習等も適宜実施しているというところでございます。 

  １枚おめくりいただければと思います。１３ページ目、自然環境や景観への配慮としており

ます。事業の実施に当たりましては、自然環境、景観に関しまして、有識者でございますと

か学識者の方々のご意見、ご助言もいただきながら、調査等も行いながら実施をしていると

いうことをまとめております。 

  １４ページ目でございます。実際の効果というか、一例でございますけれども、本事業で整

備をしています小水無沢第１砂防堰堤でございますけれども、鋼製透過型の堰堤でございま

すが、平成２５年の豪雨で土石流が発生しておりますけれども、そのときに土石流の災害の

発生を堰堤によって防止できたと、そういった事例でございます。 

  １枚おめくりいただければと思います。１５ページ目、１６ページ目にかけて対応方針の原

案を記載しております。①、②、③は今までの資料をまとめた部分でございますけれども、
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④に地方公共団体の意見ということで、岩手県、秋田県の両県からは方針について異議がな

いと、事業の推進をお願いしますというようなご意見をいただいているところでございます。 

  その対応方針の案でございますが、⑤でございます。事業継続という原案とさせていただい

ていますが、読み上げさせていただきます。保全対象には、山麓周辺の集落や北上川水系、

雄物川水系の下流域の住民の生命・財産、多くの温泉等観光資源や重要交通網（国道４６号、

秋田新幹線）が存在するなど、土砂災害が発生した場合、岩手県・秋田県全体の社会・経済

活動に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。そのため、この地域の安全・安心のために必

要な事業であり、Ｂ／Ｃは２．１を超えており、今後も流域ごとのコスト縮減や事業の効率

化、環境への配慮に努めるとともに防災教育などソフト対策も推進する。よって、事業継続

が妥当であるという原案とさせていただいております。 

  説明は以上でございます。 

○奥村委員長 説明ありがとうございました。 

  では、ただいまの説明に対して意見、質問等お願いします。いかがでしょうか。北林委員。 

○北林委員 ごく素朴な質問なんですけれども、１３ページの自然環境や景観への配慮のところ

にある、左上の供養佛の砂防堰堤を実際に見に行ったんですが、化粧型枠を使用することが

どのように環境への配慮になっているのか、私にはわかりませんでした。どういう効果をお

っしゃっているのか、教えていただけますでしょうか。 

○湯沢河川国道事務所長 環境というよりは景観を意識していまして、もちろん景観って１００

人いれば１００通りのご意見がある分野だと思うんですけれども、少しでも自然になじむ景

観といったところをいろんな方の意見をいただきながらやらせていただいたというところで

ございます。 

○北林委員 個人的な意見はいろいろあると思いますが、左側の写真の石張りのものに比べると、

きわだって色が白くてコンクリート打ちっ放しです。この形に工夫を凝らしたということな

んですか。 

○湯沢河川国道事務所長 ちょっといろいろ主観、客観があると思うんですけれども、昔からの

砂防堰堤だともっと本当にコンクリートそのままみたいな色だったり、本当にただカクカク

としていたりだとか、そういうところではなくて、これもいろんな方のご意見をいただきな

がらという形でやらせていただいたと。地域からもこれで見た目が悪いとかということは今

のところ聞いたことはないです。 

○北林委員 奇異な感じはしませんでした。ただ、巨大な構築物がどんとある、とは感じました。
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近くに碑が建っていますね。ここで大きな災害があって人が亡くなったんだという。違和感

を消して景観に配慮する方向性も大事ですが、逆にそういう災害を忘れないためには、砂防

ダムを災害の祈念碑と考えることも大事ではないかと思いました。資料に書いてあるのとは

逆の意味でデザインの存在意義があると思うので、この文章自体に違和感がありました。感

想です。 

○湯沢河川国道事務所長 ありがとうございます。ここの話ではないですけれども、私も逆に目

立ったほうが安全安心感を得られるというご意見もあったりするので、いろんな方のご意見

も聞きながら今後もいろいろやっていきたいと思います。 

○浜岡委員 資料の１１ページについて質問させてください。事業の進捗状況及びコスト縮減と

いうところですが、右側のグラフを見ますと、今年度時点で計画１３基に対して実績９基と

いうことで、まだ完成していないところが多く見られるという状況です。恐らく全く着手し

ていないというわけではなくて、完成していないということでしょうから、９というのが小

数点以下を考えていくと１３にだいぶ近くなるんだろうというのは想像できるんですが、ど

うして計画どおりなっていないかという状況を教えていただきたいということと、左側の事

業費の推移で、実績がだいぶ少なくなっておりますが、これは下に書かれたコスト縮減で少

なくなっていたのか、それとも先ほどの右側の図に関係しますけれども、事業が進んでいな

いからそもそも事業費がかかっていないのか、そのあたりについて説明をお願いいたします。 

○湯沢河川国道事務所長 実施数についてでございますが、我々、力不足の部分もあるのかもし

れませんが、どうしても地元であるとか、自然の公園であったりするので、環境省の自然関

係の事務所さんとか、さまざま調整もあって、少しそれに時間もかかったりだとか、そうい

ったこともあって遅れている部分は正直ございます。 

  今、例えば秋田県側では７カ所で事業を行っていますけれども、少しでも事業調整が終わっ

たところからもうすぐ入っていくと、事業調整をさらに頑張っていくと、そういったことで

盛り返していきたいと思っているところです。 

  事業費のほうにつきましては、やっぱり事業の調整、事前の調整が終わらないと事業費を使

って入っていくこともできませんので、それで少し計画より下回っているというのが事実で

す。コスト縮減につきましては、もちろん同じ成果を出すために少しでも安くというところ

は我々の使命でございますので、それについても取り組んでございますが、そういった総合

的な理由で数字としてはこういう形に実情なっているということでございます。 

○浜岡委員 ありがとうございました。 
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○奥村委員長 そのほか、ありますか。 

  では、ありがとうございました。そのほかにご意見ないようですし、特に今、進捗を心配す

る声はちょっとあったんですが、時間はかかりながらも事業中のものがかなりあるというこ

とですので、原案どおり継続という対応方針を認めることにしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  では、次に要点事業の審議に移ります。要点事業２件ありますけれども、事業担当部から一

括で説明をお願いします。 

○河川調査官 要点事業についてご説明させていただきます。資料８でございます。２番目と３

番目でございます。 

  ２番目、阿武隈川水系直轄砂防事業でございます。場所といたしましては、福島市、米沢市

の区域が入っております。平成２６年度、前回評価でございまして、再々評価というところ

で、今回再評価事業でございます。 

  こちら、先ほどの八幡平山系と同様でございますけれども、事業計画等につきましては変化

なし、事業費につきましても変化なしでございます。 

  主な被害軽減効果というところでございますけれども、需要量等につきまして１０％以上の

低減がなしというところでございます。さらに申し上げますと、感度分析におきましても残

事業費、残工期、資産につきましてプラス１０％からマイナス１０％変化させたところＢ／

Ｃ２．５、残事業費というところでございました。ということで、省略の手続にのらせてい

ただきまして、値としては前回でございますけれどもＢ／Ｃ、費用便益比効果２．８、残事

業３．０でございます。 

  完成予定等につきましても変更ございません。 

  対応方針の原案といたしましては、事業継続ということで上げさせていただいております。 

  引き続きまして、３番目でございます。赤川水系直轄砂防事業でございます。場所としまし

ては山形県鶴岡市の中での事業でございます。こちらにつきましても、今まで申し上げた事

業と同様でございまして、事業計画等の変化なし、事業費の変化なし、主な被害軽減効果に

つきましても大きな変化なし、感度分析をしたＢ／Ｃにつきましても９．１でございます。

費用便益比の算出におきまして、省略の手続にのらせていただきまして、前回、全体が９．

８、今回、残事業が１０．１でございます。 

  対応方針につきましては原案のとおりということで上げさせていただきたい所存でございま

す。 
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  以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございます。 

  それでは、今の要点事業２件について個別審議ということになりますが、まず阿武隈川水系

直轄砂防事業について意見、質問等ありますでしょうか。いかがでしょう。よろしいですか。 

  ないようですので、特にこれ、福島県庁とかそういうところに影響がある場所ですが、では

赤川水系直轄砂防事業についてはいかがですか。 

○遠藤委員 この前テレビを見ていたら、川に段差があると魚がのぼってこれないので、魚道を

確保するために高さや段差が余りないような堰をつくるのがいいということでした。今見さ

せていただいたら１０ページにスリット堰堤とか、いろいろ工夫されているなと。こういう

ことを大いにやっていただきたいなと思ったので、一言感想を言わせていただきました。 

○奥村委員長 ありがとうございます。そのほか、どうでしょうか。 

  では、ないようですので、要点事業２件については原案どおり継続という対応方針案を認め

ることにしたいと思いますが、よろしいですか。（「はい」の声あり）ありがとうございま

す。 

 

４．報 告 

○奥村委員長 それでは、次に河川の再評価及び事後評価の５件の報告事項になります。一括で

簡潔に説明をお願いします。 

○河川調査官 河川のほうの報告事項でございます。資料１２をご覧いただけますでしょうか。 

  ５件ございます。上から２つが直轄河川の改修事業、３つ目と４つ目が河川の環境整備事業

になります。一番下が消流雪用水の導入事業でございまして、上から４番目までが再評価で

ございましたが、一番下は事後評価になります。 

  １つ目からでございます。岩木川直轄河川改修事業でございます。こちらは岩木川河川整備

委員会でご審議いただきました。費用対効果分析Ｂ／Ｃにつきましては全体２．９、残事業

は４．３でございます。ご審議いただいた結果、事業の継続は妥当と判断するということで

ございまして、ご審議いただいた際に主な意見というのは特になしということでございまし

た。 

  ２番目でございます。最上川直轄河川改修事業でございます。こちらは最上川水系流域委員

会でご審議いただいております。費用対効果分析Ｂ／Ｃでございますが、全体９．０、残事

業は４．６でございます。こちらにつきましてご審議いただいた結果、事業の継続は妥当と
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判断するという結果でございました。主な意見は特になしということでございました。 

  ３番目の名取川総合水系環境整備事業でございます。名取川水系河川整備学識者懇談会でご

審議いただいております。こちらは費用対効果分析、全体１１．０、残事業につきまして７

９．１でございます。審議の結果でございますが、事業の継続は妥当と判断するということ

でございます。 

  こちらはご審議いただいたときの主な意見、掲載しております２点ございます。簡潔にとい

うことで、後ほどご覧いただければと思いますけれども、資料１３の３ページ目に資料がつ

いておりますが、現在こちらの閖上地区という河口部におきまして、かわまちづくり事業と

いうのをしております。まちづくりとあわせまして護岸の整備などをしたりするものでござ

いますが、それのご説明をメインにしたということもあって、この主な意見が出ていると思

っております。読み上げさせていただきますと、水辺整備箇所は工夫することでさらなる利

用者の増加が期待できるため、引き続き取り組んでほしい。もう１つは、名取川河口部は自

然環境が豊かであるため、水辺利用とあわせて自然と触れ合う場として活用してほしいとい

うご意見でございます。このご意見を踏まえまして事業をしていきたいと考えているところ

でございます。 

  ４番目でございます。雄物川総合水系環境整備事業でございます。こちらは雄物川水系河川

整備学識者懇談会でご審議いただきました。費用対効果分析Ｂ／Ｃですが、全体８．２、残

事業４７．４でございます。こちらは審議の結果、事業の継続は妥当と判断するという審議

結果をいただきました。 

  こちらは資料１３でいきますと４ページに説明資料がございますけれども、現在、この事業

におきましては自然再生事業をしております。希少な魚類などが生息する場でございます。

ワンドとか、たまりというものがございますけれども、それが引き続き良好な状況に保たれ

るようにという事業を今しております。それを踏まえてのご意見だと思っております。主な

意見といたしまして、河川環境は時間経過とともに変化していくため、順応的に対応できる

ように取り組むことということでございます。こちらはまさに今、私ども、普段から考えて

いる事業の推進方針ともまさに合致しているところでございますので、ご意見を踏まえまし

て事業を進めていきたいと考えているところでございます。 

  一番最後でございます。一番下、５個目でございますが、雄物川上流消流雪用水導入事業、

湯沢地区でございます。雄物川水系河川整備学識者懇談会でご審議いただきました。費用対

効果分析は１７．２。改善措置及び今後の事業評価の必要はないというご審議の結果でござ
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いました。 

  主な意見といたしまして、事業効果が確認されている、引き続き地元住民、関係機関と連携

し、流雪機能が維持できるよう取り組んでほしいというご意見を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。ただいまの説明で質問等ありますでしょうか。いかが

ですか。よろしいでしょうか。 

  報告事項ということでしたので、ありがとうございました。 

  では、河川の報告事項は終わりまして、今日の審議内容はここで全て終わりましたが、審議

の結果の取りまとめをしていただきますので、５分程度休憩をとりたいと思います。事務局

のほうは取りまとめ、よろしくお願いします。 

 

―  休   憩  ― 

 

○奥村委員長 では、議事概要の取りまとめについて、まとまった原案が出てきましたので確認

をいたします。よろしくお願いします。 

○司会 それでは、ただいま配付しました議事概要のまとめ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２９年度第３回委員会を平成３０年１月１２日

（金）東北地方整備局において開催し、事業実施者（東北地方整備局）から再評価対象事業

の説明を受け審議を行った。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 

   １）道路事業 再評価 審議結果 

    ●三陸沿岸道路 登米～釜石 

    ●三陸沿岸道路 釜石～宮古 

    ●三陸沿岸道路 宮古～八戸 

    ●東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～花巻 

    ●宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡 

    ●東北中央自動車道 相馬～福島 

     上記６事業は、対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。 
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     なお、以下の意見があった。 

   ・増額実績のデータを蓄積し、今後の事業評価に反映できるよう努めること。 

   ２）河川事業 再評価 審議結果 

    ●八幡平山系直轄砂防事業 

    ●阿武隈川水系直轄砂防事業 

    ●赤川水系直轄砂防事業 

     上記３事業は、対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。 

  ２．委員会報告事項について 

   ・再評価報告 

     岩木川直轄河川改修事業 

     最上川直轄河川改修事業 

     名取川総合水系環境整備事業 

     雄物川総合水系環境整備事業 

   ・事後評価報告 

     雄物川上流消流雪用水導入事業（湯沢地区） 

  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 ありがとうございます。ただいまの原案でいかがでしょうか。よろしいでしょう

か。趣旨はそういうことでしょうかね。増額実績のデータを蓄積して、今後の事業評価とい

うのは当然、事前の計画時の評価にも役に立てていただくということが入っていますので、

意味としてはですね。よろしいでしょうか。 

○黒沢委員 意見があったのはもうちょっと限定されていたような感じがします。トンネルの掘

削事業に対して、地盤に関する予想というのがうまく必ずしも当たっていないことによって

大きな変動があるということが何回か続いていて、それに対する意見だったような気がしま

すので、増額実績の前に、例えばトンネル掘削に関するとか、そういったのがあったほうが

いいかなと思いますし、それから反映できるよう努めるというよりは、もうちょっとシステ

ムとして何とかならないかという検討の依頼があったと思いますので、例えば今後の事業評

価にシステムとして反映できるよう努めるとか、そういった文言が必要ではないかと思いま

す。私の提案というよりは、質問者の方がどう思うかだと思うので、ちょっと質問者の方の
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ご意見等聞きたいと思います。 

○奥村委員長 いかがでしょうか。河野先生が近いかと思いますが。 

○河野委員 システムをつくるというのはこうだったらこうという形で、もうフロー図をつくっ

てもいいんじゃないかと。東北地方整備局が先導を切って、全国でそういうシステムをつく

られると私はいいのかなと思います。そういう意味で言いました。 

  あと増額実績については、今回トンネルなんですけれども、ほかにも増額のものがあります

ので、種別にやっぱりやるべきかなと思っています。 

○奥村委員長 さきの意見の中にありましたように、プレキャストをつくるときは増額なんだけ

れども、変形が少ないとかメンテナンスが楽だとかいうこともありますから、今回はいろい

ろ出ましたけれども、工種ごとというんですか、それをもう少しデータを蓄積してさらに分

析して、今後の事業の効率化につながるシステム、効率化のために使えるようにすることと

いうか、それを目指すことみたいなことを書いてほしいという感じですね。工種ごとという

ところをちょっと書き加えていただくとうれしいな。 

  ほかはどうですか。そのあたりでしょうか。 

  東北地方整備局さんからこういうふうに直したいですとご提案いただければ。 

○司会 すみません、今、委員長のお話をちょっと整理させていただきますと、冒頭に例えば工

種ごとにということでよろしゅうございますか。あとは増額だけじゃなくてマイナスもある

だろうという意見もございましたので、増額を消してもらって、「工種毎に実績データを蓄

積し、今後の事業にシステムとして反映できるよう努めること」ということでよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

○奥村委員長 よろしいと思います。 

  では、以上で確定ということで。はい。 

  では、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いたします。 

 

５．閉 会 

○司会 どうもありがとうございます。 

  以上をもちまして、平成２９年度第３回事業評価監視委員会を終了いたします。 

  本日は大変ご苦労さまでございました。ありがとうございます。 


