
 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和元年７月３１日（水曜日） 

    １５：３０～１７：３０ 

場 所：仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室） 
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１．開 会午後３時３０分 開会 

２．開会挨拶 

３．役員選出 

◆委員長選出、委員長代理の選出、審議事業選定委員の選任 

 ・委員長：竹内 貴弘委員 

 ・委員長代理：徳永 幸之委員 

【事業分野に精通した委員】 

 ・河川事業に精通した委員：中野 和典委員 

 ・道路事業に精通した委員：徳永 幸之委員 

 ・港湾事業に精通した委員：小笠原 敏記委員 

【事業分野を問わない委員】 

 ・河川事業：日引 聡委員、武藤 正子委員 

 ・道路事業：石川 雅美委員、黒田 三佳委員、南 正昭委員 

 ・港湾事業：小野 晋委員、髙栁 文子委員 

４．審 議 

○竹内委員長 それでは、次に審議のほうに入らせていただきたいと思います。 

  それでは、時間も限られておりますので、事業の説明はポイントを押さえて、効率的な議事

の進行にご協力いただきたいと思います。 

  道路事業の審議を行いたいと思います。復興道路４件を審議いたしますけれども、道路事業

の選定ワーキングが既に行われております。その設定の結果につきまして、事業選定委員の

徳永委員からその結果を説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○徳永委員 それでは、私のほうから報告をさせていただきます。 

  道路関係の事業ですが、資料１に４件がございますが、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、全体事業並びに残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえて、まず事業

計画の変更による事業費の増額というようなことで、一番額が大きかった２番の三陸沿岸道

路宮古～八戸ですね。それから、もう１件が４番の東北中央自動車道の相馬～福島の２件で

ございますが、こちらは全体事業のＢ／Ｃが少し低いということもございまして、重点審議

事業に選定させていただきました。残りの２件につきましては、要点審議事業ということで

選定いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

○竹内委員長 ありがとうございました。 
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  それでは、引き続き事業担当部から今回の審議事業について、一覧表に基づいた概要説明と

再評価効率化判定の説明をよろしくお願いしたいと思います。 

◆審議案件一覧の説明 

【上記について、事務局から資料１により説明】 

◆再評価の効率化判定の説明 

【上記について、事務局から資料２により説明】 

○竹内委員長 続いて、資料３の説明を宜しくお願いします。 

◆今年度の労務単価の上昇及び復興係数の適用についての説明 

【上記について、事務局から資料３により説明】 

○竹内委員長 ありがとうございました。 

  それでは、三陸沿岸道路、宮古～八戸についての説明に移りたいと思います。同じくポイン

トを押さえて簡潔な説明のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

・三陸沿岸道路宮古～八戸 

 【上記について、三陸国道事務所長から資料４－１により説明】 

○竹内委員長 ご説明ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明にご意見、もしくはご質問等ございますでしょうか。委員の先生

方、よろしくお願いします。日引先生、よろしくお願いします。 

○日引委員 一番最初のＡ３のところで確認なんですけれども、３番、これからでも説明される

んでしょうかね。３番目の事業について、残事業で７．９という数字がありまして、投資に

よるＣの減少によりＢ／Ｃが増加と書いてあるんですよね。 

  少し私が混乱しているのが、全体事業費の変化で見ると、事業費が増加しているにもかかわ

らず、なぜ投資によるＣの減少によるというふうに書かれているのかというのはどういうこ

となのかなというふうに思います。 

  もう一つは、計画交通量が約１０％減ってますから、それ自身もやっぱりＢ／Ｃで言うと悪

くなる方向にいくんですけれども、それをだから補って余りあるだけのＢ／Ｃが上昇してい

るわけなんで、そこについて少し私のほうが誤解があるかもしれませんので、ご説明いただ

けたらと思います。 

 

○道路計画第一課長 ご指摘ありがとうございます。 
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  委員ご指摘のとおり、残事業のＢ／Ｃが７．９に大きく増えているところのほうでございま

すけれども、残事業のＢ／Ｃについては、Ｂについては、全体の開通することによる効果か

ら今まで開通している部分による効果を除いたものでございます。残る部分が開通すること

によるどれだけ便益が増えるかというところが残事業のＢ、それに対してＣについては、完

成するまでに要する事業、建設のＣでございます。すなわち残事業のＣ、いわゆる建設が進

んで残事業費が少なくなればなるほど、残事業のＢ／Ｃは高くなるという結果になります。 

  また、そもそも残事業のＢの部分も、残っている部分の開通が長ければ長いほど、既に開通

している部分が短いほどＢも大きく、最後のＢが大きくはね上がるという結果になります。

この宮古～盛岡についても、全体６６キロあるうちのまだ３割程度しか今年度開通がないと

いうことで、残る部分、事業を進めることによる供用延長がものすごく多いことになります

ので、その部分で最後の事業に進んで開通することによるＢが非常に大きくなるというとこ

ろもございます。そういう点で、Ｃが減少することによるものだけではなくて、最後、開通

する延長が非常に長いことによるＢも大きいということで、その点は説明不足でありました。 

○日引委員 説明の仕方がミスリーディングを少し引き起こすかなというふうな気がしまして、

これはこれで当然のことなので、今事業をやめてしまうと、これまでのやってきたことがパ

ーだということを言っていらっしゃるわけですよね。そうすると、むしろ残された残事業が

少ないからとか、そういうことが言いたいわけですよね。 

  だから、そういう表現に変えたほうが、何かトリックが使われているかのように思われてし

まうと、せっかく書かれていることがあれなので、表現の仕方もう少しいい表現があるとい

いかなというふうには思いました。おっしゃった説明に関してはそのとおりだと思いますの

で、特に異論はありません。 

○竹内委員長 はい、徳永委員、どうぞお願いいたします。 

○徳永委員 今の件なんですが、私も少しわかりにくい表現だなと思っていたんですけれども、

ですから、要するに残事業費が減ったことによるということですよね。だから、投資と書く

ので、何か少しよく意味が不明かなというふうな気がしました。 

  さらに言えば、じゃあ、残事業費があと幾ら残っているのかとか、その残事業によるＢのほ

うがどれぐらいなのかというのがどこにも出てないんですよね、恐らく。なので、例えばこ

の資料４－１のほうとか、そのあたりでどこかその数字が出てくるといいのかなというふう

には少し思ったので、ご検討いただければと思うんですが。 

○竹内委員長 今のご意見について事務局側補足説明よろしいですか。お願いします。 
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○道路計画第一課長 宮古～盛岡の全体事業、残事業のＢ／Ｃにつきましては、資料５の１９ペ

ージ目の下の部分に内訳をお示ししております。 

  そこの１９ページ目の下の部分に残事業のＢ／Ｃ７．９というところの残事業のＢとＣとご

ざいますけれども、やはりＣの小さくなる部分もありますけれども、やはり残事業の便益と

しても大きく出ているというところで、前回評価よりも残事業の便益としては高く出ている

ということでございます。ご指摘のとおり、書き方ですとか、その説明についても、またし

っかり工夫していきたいと思っております。ありがとうございました。 

○竹内委員長 徳永委員、よろしいですか。ほかにご質問ございますか。徳永委員、どうぞ。 

○徳永委員 多分誤記の訂正かと思うんですが、資料１ですけれども、この事業２の計画交通量

の変化のところで、将来ＯＤ変化による減少となっているんですが、ここは増加の間違いで

すよね。 

○竹内委員長 それは訂正いただくということで。ほかによろしいですか。質問がないようです

ので、次に進めさせていただきたいと思います。  

三陸沿岸道路 宮古～八戸につきましては、原案どおり対応方針の案ということで、認め

ていただけたというふうに理解したいと思います。ありがとうございました。 

  続きまして、東北中央自動車道の相馬から福島の説明に移りたいというふうに思います。ポ

イントを押さえてまた簡潔な説明のほどよろしくお願いしたいと思います。 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

・東北中央自動車道 相馬～福島 

 【上記について、福島河川国道事務所長から資料４－２及び参考資料１により説明】 

○竹内委員長 説明ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明につきましてまたご意見、ご質問等ございますでしょうか。徳永

委員、お願いします。 

○徳永委員 少し補足のような感じもあるんですが、この事業、全体のＢ／Ｃで０．９３という

ことで、１を切ってしまっているということで、ワーキングのほうでも少し議論させていた

だいて、国全体でのマニュアル上は計測はしないんだけれども、十分意義がある事業だとい

うことをきちんと説明できないのかということで、この追加で参考資料という形で整理いた

だいたところなんですが、これ本編のほうでも３の事業の必要性というあたりで記載されて

いるところは、これは金額換算されてない効果だと思うんですよね。 

  そういうことも含めて、これが事業を始めてからしっかり見えてきた効果ということだと思
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いますので、さらにそういうものが追加されたということで、これを何とか本編上でも表現

できないのかなというふうなことは思っておりまして、１６ページの７のところで単に投資

効果として全体で０．９となるが、残事業で２．４を確保しているからいいとだけ書いてあ

るようなふうに見えてしまうので、何かここに、それ以外にもこういう効果が期待されると

いうふうなことを追記してもいいのではないかと思うんですが、そのあたりというのは全国

統一の中では難しいんでしょうかね。 

○竹内委員長 今、提案いただきましたけれども、事務局のほうどうでしょうか。３便益に基づ

いて、それ以外のところも数字化できないのかとか、なければ項目だけでも書けるかとか、

説明お願いします。 

○福島河川国道事務所長 事実、そのＢ／Ｃ、今の３便益に入ってない経済効果、また、一部は

算定金額貨幣換算もできるような効果も存在するということをご指摘いただきましたが、大

変そのとおりだと思います。そういうところと、こういうところでどうやって表現するか、

検討したいと思います。ありがとうございます。 

○竹内委員長 ほかに、今の件について、日引先生、お願いします。 

○日引委員 今から申し上げることは、今すぐということではないんですけれども、いろいろと

つらつら考えていまして、まず基本的な私のポジションは、０．９であっても、そもそも便

益の測定には確実性があるので、それぐらいであれば、私としては常に事業をやめるべきだ

というふうには基本的には判断しないというポジションです。でありながら、残存期間の便

益の２．４というのを考えた時に、果たしてこの指標でいいのかどうかというのは、今後の

ために検討していただいたほうがいいと思うんです。 

  つまり、２．４と書かれているんですけれども、万が一事業をやめた場合にどれぐらいにな

るのかって見ようとしていらっしゃるんですが、既にもう開通している部分に関しては、実

はやめても便益は発生しているので、本来正確にやりたいんだったら、そこで比較しなきゃ

いけないはずなんですよね。当然残存期間と全部が開通した時の便益で割っていらっしゃる

んで、当然のことながら、もうすごくばんと上がっちゃうで、数字としてですね。 

  ところが、事業を仮にやめたとしても、残されたものは便益を生み続けているわけですから、

本来はそこのところの比較が本当はあったほうが、いいと思うんです。難しいけれども、そ

ういうふうなものだと、理解をしておかないと非常に過大評価のほうにふれてしまう可能性

があるので、そこは解釈上は注意が必要かなというふうに思いました。 

○福島河川国道事務所長 ありがとうございます。これは実は残事業便益のところは、この相馬
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福島道路につきましては、開通しているところは残事業のほうでも便益のほうに計上してご

ざいますので、今開通しているところが、ここで今この状態で終わった時にどうなるかとい

う、これからの投資額と、これから発生する便益ということでございます。 

○企画部長 補足をさせていただきますと、事業の再評価といいますのは、その事業全体のトー

タルがいいのかどうかというのを評価するのではなく、事業の途中で、ここでやめるべきか、

これだけ続けるのかという、そこの判断をするのがこの再評価の仕組みでございます。 

  そういうことでありますので、費用については、これから投資する分が幾らかというのを考

えて、これをＣとしましょうと。便益についても、既にもう事業全体ですると開通している

ところは、これはもう便益発生しているので、これは議論の外でありまして、これから開通

することによる便益をそのＢ／Ｃの計算のＢとするということで、これによるＢ／Ｃを計算

するということでございます。 

  ですので、この再評価の時の判断については、この残事業Ｂ／Ｃのほうが判断基準になって

いるところでございまして、そのかわり全体事業としてのＢ／Ｃも一応計算はしておきまし

ょうということで、ここに表としては一応載せさせていただいていると、そういうことでご

ざいます。 

○日引委員 適切な指標で見ていらっしゃるというふうには思いますので、異論はないんです。 

○竹内委員長 石川委員、お願いします。 

○石川委員 すみません、今のご説明ですと、残事業Ｂ／Ｃで判定するということであれば、ど

んどん事業が進んでいって、残りが少なくなればなるほどＢがどんどん上がってくるという

ことですよね。ということは、途中の段階で例えば０．９とか、もう少し低い段階であって

も、事業がさらに進捗すればB/Cが上がってきて、１を超えるという可能性も出てくるという

ことですよね。 

  ですから、途中の段階で、例えば幾つまでなら許容できて、途中の段階で非常に低いからと

いってやめてしまうという判断になるのは、最終的にＢが上がってきた時の予測ができない

とわからないような気がするんですけれども、その辺はどういうふうに判断されるんですか。 

○道路部長 全体事業Ｂ／Ｃということでいきますと、一番最初の新規採択の時については、ま

さにその全体事業のＢ／Ｃできちんと判断をしましょうということになっております。です

ので、基本的には１．０を確保しているわけですけれども、もちろん事業の状況によって、

あるいは社会情勢によって変わってくるところは当然ありますので、そういったことで何年

に１回かには、費用が変わることに応じてきちんとチェックをしますと、そういった仕組み
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になっているということでございます。 

○石川委員 何かすごい古い話をして申しわけないんですけれども、例えば黒部ダムの時の関電

トンネルみたいなやつは多分途中でやめてもおかしくないぐらい、Ｂ／Ｃが下がっていると

思うんですよね。今、再評価すると、途中で掘れなくなっているわけですから。でも、結局

掘れて最終的には非常に便益を生んでいる極端な例もあるわけですよね。だから、そういう

極端な例が、もしかしたら今後出てくる可能性もあるので、そういう時のため何か指標とい

うか、対策みたいなものはあってもいいのかなと思います。 

○竹内委員長 今のご意見について何かございますか。 

○道路部長 恐らく再評価をどのタイミングでやるのかという、そこのタイミングをちゃんと捉

えてやりましょうということなのかなと思いますので、今回も実のところ通例どおりのスケ

ジュールで、事業費が変わるタイミングできちんとやりましょうねということで、今回は通

例ではないタイミングで評価をさせていただいているところでございますので、そういった

タイミングをきちんと捉えてやるということは、多分大事だと思いますので、今後も全ての

事業についてそうだと思いますけれども、何か状況が変化したり、事情が変化した時にはき

ちんとかけましょうと、これは通例のことだと思いますので、私どももそういった形でさせ

ていただければと思っております。 

○竹内委員長 よろしいですか。提案いただいたようですけれども。参考までに。 

  では、ほかに。南委員、よろしくお願いします。 

○南委員 観点が変わるかもしれませんけれども、事業計画期間に終わってもらわなければいけ

ないと思うのですが、この事業の重要性というのは、言うまでもないと思うんですけれども、

今、こうしたコストがたくさんかかってくるような事態、いろんな新しいことが起こってき

ているわけですけれども、この期間内に事業がしっかりと進んでいく見通しというか、非常

に遅れている状態なのか、順調にいっているのか、そのあたりまずお伺いしたかったのです

が、いかがでしょうか。 

○福島河川国道事務所長 事業進捗の現状ということでございますね。先ほど申し上げましたと

おり、復興・創生期間内の開通を目指して、また一部の区間を除いて開通目標ということで、

相馬側は令和元年度、霊山、桑折町側は一部の区間を除いて来年度の開通目標ということで

示しておりまして、それに向けて現地の工事は着々と進んでいるというところでございます。 

  これは実際、新幹線で走っていただきますと、高架橋が新幹線の上にかかっているのをごら

んになることができるかと思いますが、去年と今年でも随分形としては変わってきているの
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ではないかなと思います。 

○道路部長 すみません、補足的に言うと、今福島の話をされましたけれども、それ以外にも岩

手のほうでも復興事業たくさんやっております。全体的な見通しとしては来年度に向けて頑

張っているんですが、今、最終の工程の見直しをしておりまして、私どもとしては来年度ま

でに全て完成をさせたいというふうに今考えているところです。 

○南委員 復興道路として、あるいは復興支援道路として位置づけられておりますので、やると

決めた限りはぜひ早目に完成していただくということと、コストが大きくなっていることに

ついては、やはりいろんな見方もあるかと思いますので、幾つか記載されておりましたけれ

ども、今後もコスト縮減と管理をしっかり行っていただく。今後、あと１年とおっしゃって

いる範囲ですものですから、これ以上改めてはコストの増大等なるべくないようにしっかり

と運営していってほしいと思います。 

  また、開通の後、地元の人たちのニーズが今非常に高いです。私岩手のほうは大体様子がわ

かるのですけれども、この道路への期待というのがここにＢ／Ｃ以外でも記載されておりま

したけれども、それらが順調に働いて、地元の人たちと一緒に道路の効果を発現していける

ようにご努力をぜひお願いしたいと思います。 

○竹内委員長 ありがとうございました。何かＢにあらわれないような、そういうところもある

ということでございます。日引委員、お願いします。 

○日引委員 私が本当は答えるべきことではないんですけれども、先ほどのご質問で、将来の見

通しが変動した場合にどう備えるのかという点に関しては、実は資料の中に感度分析をされ

ていまして、交通量が１０％プラスになったり、マイナスになったりするとＢ／Ｃがどうな

るか。全期間のＢ／Ｃですね。事業費が１０％どうなるかってやっていらっしゃいますので、

ここがやっぱり厳密に１を超えているということを言えればということですよね。ここが万

が一０．９とかになった時には少し慎重を要して、今回は例えば様子を見て、次回はもう少

し悪くなっているかどうかやりながらというような感覚で、我々としてはチェックすればい

いのかなというふうに資料を拝見してみて思いました。 

○竹内委員長 ありがとうございました。 

  ほかにございますか、では小野委員、お願いします。 

○小野委員 私は意見として申し上げたいんですが、この参考資料の１は大変画期的な資料だと

思っております。というのは、私もかねてからやはり復興道路、復興支援道路の性格から言

えば、通常の日本で言うＢ／Ｃなんかではあらわせない部分があるんじゃないかと。やっぱ
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り先進諸国見ても、Ｂ／Ｃの中でやはり観光とか、産業振興とか、防災とか取り入れている

国は結構あるわけでございます。 

  日本はそうじゃなくて、今このような議論になっているわけでありまして、そういう中で、

復興道路・復興支援道路はこれからどう活用するかという部分がまた課題になってきますの

で、特に、今日はもう本当に徳永先生のほうで、道路部会のほうでやられたんだと思うんで

すけれども、この資料は大変画期的な資料だと私は思っていまして、こうしたものをしっか

り地域としても訴えていかなきゃならないと思いますし、ましてやはり宮古～久慈において

も本当はこういうのがあればなと。 

  実は今日の資料にない中でも、宮古～久慈の道路では、徐々にできることで４月に宮古港に

入ったクルーズ船の外国人、バス２台が初めて久慈の琥珀館のほうまで行ったということで、

久慈では驚きという話もございます。 

  そういう事例を拾いながらやっていけば、道路というものは地域に必要だというのがしっか

りわかると思うので、私も経済界としては、実は１０年ぐらい前から先進諸国のＢ／Ｃを見

ながら、こういうものが必要だと思っていたので、大変画期的な資料を今日は拝見しまして、

ぜひこういうものを今後訴えていくべきじゃないかなというような私の意見でございます。

以上です。 

○竹内委員長 どうもありがとうございました。ほかによろしいですか。どうぞ、石川委員。 

○石川委員 すみません、少し観点が違うんですけれども、資料４－２の１１ページにあります

けれども、ワーキングの時にも申し上げたんですけれども、この坑口の崩落状況というのが

あるんですけれども、この坑口は見た感じかなり無理があって、多分これなら開削のほうが

安くできるんじゃないかなと思います。 

  そういう意味で、設計の段階からもう少し議論というか、調査していくと、やはりすごくつ

くりにくいものを無理やりつくって工事費が上がるよりも、設計の時にきちっと考えておけ

ばもう少し安くできるという場合もあるんじゃないかなと思って、設計で上がってきたもの

の調査を少し検討していくだけで工事費の削減につながるのではないかという思いです。以

上です。 

○竹内委員長 事務局、よろしいですか、今の意見ですけれども。 

○福島河川国道事務所長 やはり復興支援道路、復興支援事業というのもございまして、限られ

た時間、非常にスピード感を求められる中で調査をしてきたというところはございます。あ

と、やはりトンネルの調査というのは、限られた量のボーリング調査に基づき判断をしなけ
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ればいけないと。特に、切土にするかトンネルにするかですと、この全体の土量のバランス

ですね、結局土を捨てるところがないと、これまたお金がかかりますので、全体としては土

量のバランス、切土をした分だけ盛土が必要になるような、計画にしているというのが、こ

の全体の計画の思想だと思います。逆に隣の山でトンネルにできなくもないところで大きな

切土をやっているところもございますので、そういうところを総合的に判断した結果なのか

なと思ってございますので、ご理解をいただけましたらと思います。ありがとうございます。 

○竹内委員長 ありがとうございます。ほかに発言されてない委員の先生方、よろしいですか。

髙栁委員、どうぞ。 

○髙栁委員 すみません、素人の質問で申しわけないんですけれども、道路の工事をされる時は、

予定の区間が決まっていて部分的に始められているかなと思うんですけれども、それってど

うしてなんでしょうか。 

○福島河川国道事務所長 一般論でございますけれども、まず、用地の取得というのがございま

す。こちら、例えばそこに建物がないようなところですと、登記を切りかえてそのまま工事

に入れるんですけれども、建物がありますと、さあ、明日引っ越してくださいというわけに

はいきませんので、住んでいらっしゃる方、また、工場だったりしますと、その工場の投資

計画とかも含めて、そういうものとリンクしながら用地取得の計画をつくっていくというこ

とになります。その上で、用地取得が済んで工事に入れるところを順次工事をしていくと。 

  それが実際に近くの住民の方から見ますと、あちこち手をつけているねという感じの状況に

途中ではなるのは事実でございます。そういうからくりというか、そういう仕組みに一般的

にはなってございまして、実際、この相馬福島道路についてもそういうような進め方をして

いるところでございます。 

○髙栁委員 わかりました。ありがとうございます。スタートから順番にやっていったほうが物

を運んだりとかが楽なので、コストがかからないのかなと思ったものでお伺いしました。 

  あと、すみません、もう一つなんですけれども、私委員になって２年目なのですが、基本的

に、こちらの今のこういった工事を事業継続するかどうかというところの論議の中で、Ｂ／

Ｃが１を下回る場合というのは、基本的に事業継続するかしないかという議論になってくる

と思うんですけれども、今まで過去において、その事業継続をしないというふうに決定され

た事案というのはあるかないかというところと、その時のＢ／Ｃってどのぐらいだったのか

なというのを知りたいんですけれども、もしご存じであればというところでお伺いできれば

と思うんですが。 
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○道路部長 最近の事例で私も全部を知っているわけではないのでなんですけれども、例えばＢ

／Ｃが非常に低くなった場合において、計画を少し縮小して見直した例というのはございま

す。例えば４車線道路を、Ｂ／Ｃ、交通量との関係から２車線にするとか、そういった形で

事業計画の要はコストの部分をぐっと下げるような形でどういう形でやるかみたいなことの

検討をした事例はございます、実際にですね。数字がその辺が幾つか幾つだったかという話

については、すみません、今データがないのでわからないんですけれども。 

○髙栁委員 ただ、実際にその事業継続をするかしないかで、継続はするけれども、縮小したと

いう事例ということですね。 

○道路部長 そういうことです、はい。 

○髙栁委員 わかりました。ありがとうございます。 

○竹内委員長 よろしいですか。事業の性格が復興支援ということなので、若干違うのかもしれ

ませんけれども。ほかにございますか。武藤委員どうぞ。 

○武藤委員 皆様が今経費をいかに縮減するかだとか、そういったことをお話しされている中で、

大変全く違う観点からお話しさせていただくのは、申しわけないのですけれども、実はこの

会議に出席させていただいて、私大変不勉強だったということを改めて実感したんですが、

逆に感動いたしました。 

  これだけ緻密な計画を立てられ、さらに、途中、途中で分析をされ、そして現場ではいろん

な苦難に立ち向かっておられる工事関係者の方々がいらっしゃるということを、改めてここ

で知ったことによって思ったのですけれども、この工事にかかわる記録だとかはですね、映

像や写真などでは収められていたり、いわゆる想起してそういったものを記録されておられ

るのかどうかお伺いしてもよろしいですか。 

○福島河川国道事務所長 この相馬福島道路まだ完成していませんので、もちろんその映像、ド

ローンも含めて映像ですとか、写真ですとか、節目、節目でずっと記録はしてございます。

例えば一足先に完成しました米沢のほうですね。福島～米沢間、おととし開通していますけ

れども、こちらにつきましては、その工事の記録をＤＶＤにまとめて残して、実はうちの事

務所の入口のところにずっと上映しているんですけれども、そういうものはつくってござい

ます。 

○武藤委員 ありがとうございます。なぜかといいますと、復興イコール、そのプロセス、過程

だと思うんですね。そして、一般の国民の方々はこんなに復興したんだよということを、そ

の苦労された過程を刻々と変化していくその過程をお知りになりたいし、その過程をごらん
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になれば、そのエリアに足を運んでみたくなるというのが人の心情だと思います。 

  そして、今お話しした過程の映像をぜひ公開することを目的に、人は苦労話というものを大

変求めておりますし、そして、それこそが復興の証になる記録映像だと思いますので、ぜひ

マスメディアなどで公開されることを想起された、そして、先ほどおっしゃっていた復興を

記録している施設をさまざま登録しておられるということでしたが、そういったところで、

そういった映像なども一般の方々が見ることができるような状況になれば、私と同じような

レベルで、こんなことが実は裏で行われていたんだということで感動する人間がたくさんい

らっしゃると思います。 

  費用がかかるお話で大変申しわけないのですが、並行してそちらを進めていただければ、さ

らに人を集める起爆剤になるのではないかと思いましたので、すみません、余計なことを言

わせていただきました。 

○竹内委員長 どうもありがとうございました。よろしいですか、それについて。 

○福島河川国道事務所長 大変貴重なご意見ありがとうございます。 

○竹内委員長 黒田委員、どうぞ。 

○黒田委員 私も毎回感動しながらお話を聞いているんですけれども、私も今回、徳永先生始め、

つくっていただいた費用便益分析に含まれない効果ということを改めて感じています。同時

に、相馬～福島間が開通することによって、また福島から米沢という中央道が開通したこと

に対しても、すごくそういう意義が出てくるんですね。そういう意味でも、やはり数字だけ

で出せないいろいろな効果というのは感じます。 

  また、以前にも申し上げたように、倫理面ですとか、人の命に関わること、数では出せない

効果というのはたくさんあると思います。そういう面をどういうふうに出せるということは

まだなかなかということを以前も伺ったんですが、そういう数字で出せないいろいろな効果

というのを、東北はもともと人数的には少ないものですから、いろいろ出せるような形で、

アピールできるような方法があるのであればと思います。 

  また、今武藤さんがおっしゃったようなことをされるということの意義は、土木とか、そう

いう分野に対する若者の熱がなかなか少ない中、人のためになる仕事をするということの意

義に対しても、公開することによって何らかの効果が出てくるのではないかと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○竹内委員長 また提案出ましたけれども、何かございますか。 

○福島河川国道事務所長 ありがとうございます。大変ありがたいコメントありがとうございま
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す。 

○竹内委員長 ありがとうございました。では、南委員。 

○南委員 皆さんの繰り返しになるかもしれませんけれども、復興に長くかかわってきた者とし

て、この復興道路の位置づけというのは、やはり少し違うものもあると思いますし、費用便

益はもちろんですけれども、早期に整備されていくことが望ましいだろうということと、小

野委員がおっしゃっていましたけれども、この資料のような形での新たな整備の評価軸とい

うのが設けられていくということが、地方の道路部を見ていて非常に重要だと思います。 

  また、復興の局面において、先ほども申し上げましたけれども、どのように利用していくか

ということが今後強く問われますので、地方部において交通量が三大便益を押すような形で

はなかなか出にくいのは確かだと思いますので、どういう形で利用を促進していくかという

ことを地域と一緒になって、こうした新しい、費用便益に含まれない効果という１つの試み

とともに、復興道路がより利用されて、そして、その地域に役立っていくようなチャレンジ

についてもぜひ進めていただきたいというふうに思います。以上です。 

○竹内委員長 先生、ありがとうございました。あとほかによろしいですか。 

  何かＢ／Ｃが少し低いんですけれども、事業の進行を妨げるような意見は出てなくて、逆に

ぜひ早い供用を願っているような意見があったように私は思っています。 

  ただ、いろいろ提案出ていますので、それを最後、まとめの時にでも反映できればなという

ふうに思っていますけれども。ほかによろしいですか。 

  どうもありがとうございました。若干時間が少なくなってまいりました。 

  では、次の要点審議のほうに入りたいというふうに思います。要点審議事業の説明は、さき

に一覧表でご説明いただいておりますので、ご意見、ご質問等ということでいきたいなとい

うふうに思っておりますけれども、委員の先生方、特に新しく説明ということはないんです

けれども、主にＡ３のほうでありましたけれども、それについて、これはどうだというよう

な質問だとかございますか。ほかの質問でもよろしいですけれども、よろしいですか。 

  私からもしわかれば。先ほどＢ／Ｃに出ないような費用便益分析の参考資料ですね、これで

観光のところもＢにまだ計算できないということがあったんですけれども、４月から１１月

の期間の１．２６という数字が６ページにあったんですけれども、これは冬にやるとどのぐ

らいに変わるのかなというのを知りたいです。マイナスにはならないと思うんですけれども、

わかれば教えてもらいたいなと思うんですけれど。 

○福島河川国道事務所長 すみません。こちらは冬期の平均の交通量、ちょっと今手元にござい
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ません。申しわけございません。データは事務所に戻ればあるはずですけれども。 

○竹内委員長 ３０年なんですけれども、２９年とか、その前のデータはいっぱいあるというこ

とですね。だから、それでいわゆる平日に比べて休日のほうが増えるという理解でよろしい

ですね、冬期も。 

○福島河川国道事務所長 そうですね。実は冬期はこのあたり結構雪が降る場所でございますの

で、一概には今申し上げられないですけれども。 

○竹内委員長 わかりました。 

○道路計画第一課長 この区間ですけれども、平成２９年度末に開通したばかりで、まだそれ以

前のデータ、まだないということです。 

○竹内委員長 では、また機会があれば。 

  ほかに、要点事業も含めてご意見、ご質問等先生方ございますか。よろしいですか。 

  それでは、ないようですので、継続との対応方針ということで進めていきたいというふうに

思います。 

 

５．報 告 

○竹内委員長 次は、報告事項というふうになります。河川の再評価の報告ということで、簡潔

な説明をよろしくお願いしたいと思います。 

 ◆河川事業に関する報告 

・鳴瀬川総合開発事業 

 【上記について、事務局から資料８により説明】 

○竹内委員長 ただいまの説明につきまして、この事業は、ここで審議するということではなく

て、報告ということになります。 

○河川調査官 質問があれば、補足で説明させていただきますが。 

○竹内委員長 何か質問ございますか。よろしいですか。 

  質問がないようですね。では、これで河川のほうの報告ということで終了させていただきた

いと思います。どうもありがとうございました。 

  それでは、審議結果の取りまとめをこれから行いたいと思います。今、私の時計で５時２０

分なので、５分間休憩をとって準備いただいて、５時２５分から始めたいと思います。それ

では休憩ということでお願いします。 

午後５時２０分 休憩 
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午後５時３０分 再開 

○竹内委員長 それでは、本日の開催結果のまとめということについて確認したいと思います。

事務局よろしいでしょうか。 

○事務局 それでは、ただいま配付いたしました審議結果のまとめを読み上げさせていただきま

す。 

【審議結果１案読み上げ】 

○竹内委員長 どうもありがとうございました。意見も反映してくれているように思うんですけ

れども、ただいまの議事概要についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。日引先生、

どうぞ。 

○日引委員 対応方針が妥当であるという結論はいいんですが、その理由が書かれていないんで

すよね。なぜ妥当なのかということが。これを書いたほうがいいんじゃないかと思うんです

けれども、それで、やっぱり書くのは、残事業Ｂ／Ｃが１を超えているということは非常に

重要なポイントなわけですから、それをだから対応方針は妥当であるというふうな理由を入

れる必要はないでしょうか。あるいは入れることによって後でいろいろなことが拘束されて

しまって、ここで入れないほうがいいというんだったら、それはそれで判断として私は理解

するんですが。そのあたりいかがでしょうか。 

○竹内委員長 今のについて、委員の先生方どうでしょうか。理由を書いたほうがいいという意

見でございますけれども、例えばどういう文になりますか。 

○日引委員 今申し上げましたけれども、残事業Ｂ／Ｃが１を超えているというのが一番重要な

ポイントなんですよね。全期間を通してのＢ／Ｃじゃなくて、現段階で判定するとすると、

やっぱり残事業のＢ／Ｃが２．４、全体だとやっぱり費用が途中で変わっている、０．９に

なっていますけれども、それは事後的なことであって、今後どうするかということからする

と、残事業のＢ／Ｃなので、そこが判定基準になるということかなと思うんですね。 

  ただ、この審議過程が何らかの形で公表されて、それが皆さんがアクセスできるようなこと

になっているんであれば、そこは詳細を見てくださいということで、ここの部分はカットし

ても構わないんですけれども、そこのあたりがどう扱うかにもよると思います。 

○竹内委員長 これはそのまま公開されるというふうに思うんですけれども。南委員、どうぞ。 

○南委員 今のお話、この妥当だとした結果というのは、必ずしも事業の残りの分の便益という

ことだけではないようなことも、少し私も申し上げさせてもらったんですけれども、復興事

業として早く進めてほしいということなど、この意見のところに幾らか付されている形にな
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っている構成なのではないかと見受けたのですが、そこの便益のことの残事業だけを中心に

記載すると、それ以外のことが漏れるような印象も受けたのですが、それも１つだと思うの

ですけれども。 

○日引委員 ただ、我々はここで何らかの理由で判定しているわけですから、理由なくしてとい

うと、お手盛りだと我々批判されてしまう可能性があるわけですね。私これを批判している

わけじゃなくて、やはり評価者として何らかの理由を公表しなくちゃいけなくて、もしそう

いうことであれば、なお以下の意見があったではなくて、以下の意見に基づいて妥当である

と判定したということで、残事業Ｂ／Ｃが１を超えているということも１つ入れてやってや

れば、全体が通るので、ここで審議したこと全部網羅されているように思うんですね。 

  ですから、そういうような意味で、やはり我々何らかの判断基準でやったということは、議

事録で見ていいんだったら、それでいいですけれども、やっぱり責任ある会議には何か必要

かなというふうには思います。 

○竹内委員長 今、修正意見出ましたけれども。 

○事務局 少し時間をください。 

○竹内委員長 徳永委員、どうぞ。 

○徳永委員 それとともに、この原案は妥当であるという書き方なんですけれども、では、原案

何なんだというのがわからないんですよ、これだけだと。なので、公表される時どういう形

で公表されるのかということがあるんですが、例えば資料１とともにこれが出されるという

ことなのか。それにしても、やはり原案のとおり事業継続は妥当と認めるとか、その一番肝

心な継続を認めるというところがわからないんじゃないのかなと思ったんですが。 

○竹内委員長 事務局、いかがですか。 

○事務局 ご質問のありました資料関係の公表でございますが、審議結果と 

今日お渡ししている資料全てが公表となります。 

  では、上記４事業についての欄から提案させてください。 

  上記４事業について、対応方針（原案）のとおり事業継続は妥当であるというものが１つが

きまして、残事業Ｂ／Ｃが１を超えていることということを１行追加させていただきたいん

ですが、いかがでしょうか。 

○日引委員 そうすると、なお、以下の意見があったというのは削除しておいたほうがいいです

よね。意見じゃないので。評価、審議結果ですからね。 

○事務局 審議結果ということですから、残させてください。 
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○日引委員 意見ということは削除しておいたほうがいいかなと。 

○竹内委員長 以下があるので妥当であるという、ではないですかね。 

○事務局 というふうな形で文章を直させていただきたいと考えております。 今、文章を直し

て皆様のところにお届けしたいと思います。 

  それでは、訂正させていただいたところをお話しします。 

  事業名の東北中央自動車道 相馬～福島、これの下２行が訂正させていただいた部分になり

ます。ここの２行について読み上げさせていただきます。 

  上記４事業について、対応方針（原案）のとおり事業継続は妥当である。 

  残事業Ｂ／Ｃが１を超えている。ここの２行につきまして修正させていただきました。 

  【審議結果】 

  東北地方整備局事業評価監視委員会は、令和元年度第１回委員会を令和元年７月３１日、東

北地方整備局において開催し、事業実施者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 宮古～八戸 

    ●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４事業について、対応方針（原案）は妥当である。 

   ・残事業Ｂ／Ｃが１を超えている。 

・復興道路・復興支援道路は、東日本大震災からの復興のため必要不可欠な道路である

ことから、できる限り早期に供用できるよう努めること。 

   ・設計段階での精査を含め、引き続きコスト縮減・コスト管理の徹底に努めること。 

   ・供用後の道路の利活用を地元とも連携し、三便益以外の地域への効果が発揮されるよう

努めること。 

   ・費用便益に含まれない効果についても、事業の必要性に関する視点として、その効果を

把握し、積極的に公表していくこと。 

 

  ２．委員会報告事項について 
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   ・再評価報告 

     鳴瀬川総合開発事業 

     以上について、学識者懇談会による再評価の審議結果報告があった。 

  以上でございます。 

○竹内委員長 日引先生、よろしいですか。 

○日引委員 はい、ありがとうございます。 

○竹内委員長 あとほかの委員の先生、よろしいですか。 

  ということですので、議事については以上でございます。どうもご協力ありがとうございま

した。 

  それでは、事務局のほうに進行をお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 委員長、どうもありがとうございました。それから、委員の皆様、本当に今日はあり

がとうございました。 

 

６．閉会挨拶 

７．閉 会 

○司会（震災対策調整官） それでは、以上をもちまして令和元年度第１回東北地方整備局事業

評価監視委員会を終了いたします。 

  本日はありがとうございました。 

午後５時４８分 閉会 

 


