
 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 第２回東北地方整備局事業評価監視委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和元年１２月１８日（木曜日） 

    １５：００～１８：００ 

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 開会 

２．開会挨拶 

３．審 議 

○竹内委員長 それでは、これより進行を務めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、重点審議になります。次第にありますように本日は非常に審議事項が多いので、

説明はポイントを押さえて効率的な議事の進行にご協力いただければというふうに思います。 

  それでは、道路事業の審議を行いたいと思います。１２事業ございますけれども、一体評価

があるために８件として審議をいたします。 

  なお、事前に事業選定ワーキンググループが行われており、選定結果につきましては事業選

定委員の徳永委員のほうから報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○徳永委員長代理 それでは、選定理由についてご説明いたします。 

  道路事業ワーキングを１１月１１日に開催いたしました。その結果、今回の再評価の対象で

ある道路事業８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て、今回は事業計画の変更による事業費の増加

の要因、額が大きいということで一般道路４５号天間林道路及び一般国道４７号高屋道路の

２件を重点審議事業に選定いたしまして、その他の６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。 

○竹内委員長  どうもありがとうございました。 

  それでは、引き続き事業担当部から今回の審議事業、重点と要点ございますけれども、それ

につきまして資料１の一覧表に基づいた概要説明と、資料２の再評価の効率化についてとい

うことで説明をよろしくお願いいたします。 

◆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 ありがとうございました。 

  それでは、一般国道４５号天間林道路の説明に移りたいと思います。ポイントを押さえて簡

潔な説明を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 

・一般国道４５号 天間林道路 
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【上記について、青森河川国道事務所長から資料３－１により説明】 

○竹内委員長 説明ありがとうございました。 

  ただいまの説明の天間林道路につきまして、ご意見、ご質問等、委員の方々ございますでし

ょうか。小野委員、どうぞ。 

○小野委員 この道路、大変産業面でも医療面でも効果があるという大変重要な道路と私も思っ

ておりますが、軟弱地盤とか、そういうことでの工事費の増加ということですが、当初地点

と追加地点ございますが、何キロごとに何地点調査しなければいけないとか、そういうルー

ルに基づいた調査ということなんですか。要するに、何キロごとに何地点は調査しなければ

いけないというか、そういうルールとかはあるんですか。 

○青森河川国道事務所長 当初事業のまだ用地買収が行われていないときに、ボーリング調査が

できる場所というのは例えば町道ですとか公共用地のほうに限られております。そういう地

点で何カ所かボーリング調査を行った結果を踏まえながら地質を想定して設計を行うという

ことで最初事業費を算定しておりまして、その後、用地買収が進んでちょうどその田んぼの

真ん中のほうとかを改めて調査しますと、やはりちょっと軟弱な地盤が多かったと。 

  何地点まで調査しなければいけないというものというよりは、できる限り用地買収前でも調

査地点を設けてやるということで行ってございます。 

○小野委員 ありがとうございます。ある程度可能なところでやらざるを得ないということです

ね。了解いたしました。 

○竹内委員長 ほかにございますか。では、小笠原委員、どうぞ。 

○小笠原委員 今の質問に絡めてなんですけれども、その８ページの寺沢４号線と寺沢５号線の

間が最大の要因なのかなというところで、この区間、本当にとれなかったんでしょうかとい

うところがすごく疑問に思ってしまうんですけれども。町道とかが走っていそうな気がする

んですけれども、なぜこれだけの距離をその赤い線の４メートルが軟弱地層として判断され

たのかというところ。ちょっと未調査の延長距離が長過ぎないかと思うんですけれども、も

う１本とっておけばここまで増額しなくてもよかったんではないのかなと思うんですけれど

も、どうなんでしょうか。 

○青森河川国道事務所長 この図を見て結果論としてはまさにそのご指摘を受けざるを得ないと

いうふうに思ってございます。ただ、ほかのボーリング調査の結果を見ても局所的に深いと

ころがいっぱいあるだろうということがなかなかちょっと想定されなかったところもござい

まして、事前にはちょっとこの地点については調査をしていなかったというのが現実でござ
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います。 

  周辺の地形なども踏まえて、例えば旧河道が走っていそうなところですとか、もともと沼地

だったところというのはある程度そういうところが予測できる場合もあるんですが、そのよ

うな情報もなかったということで、実際の調査によって判明したという結果になってござい

ます。 

○小笠原委員 もともとこのあたり水田地帯ですよね。なので、ここは軟弱地盤が相当あるだろ

うというのが普通技術者としての判断なのかなという気がするんですけれども。もう少しボ

ーリングのポイント、条件があるからポイントが制限されるんではなくて、ある程度の距離

になってしまったら何とかしてボーリングをするというような方向性に持っていかないと、

これはいつまでたってもこの繰り返しになると思うので、今後検討していただきたいなと思

います。 

○青森河川国道事務所長 はい、了解いたしました。 

○竹内委員長 ほかにございますでしょうか。石川委員、どうぞ。 

○石川委員 石川です。今の支持層の深さの問題というのは必ずつきまとっていて、どういう場

合にでも想定外のことが起こるので、これはある程度許容した上でやっていかなければしよ

うがない問題なのかなというふうに私は思っています。 

  ちょっと１つお伺いしたいのは防護柵のところなんですけれども、変更することによってコ

スト縮減の取り組みということで１２ページの防護柵のところなんですけれども、変更する

ことによって対象コスト縮減できるんですけれども、これ見たところちょっと高盛土の道路

で、例えば車が当たったときにこのガードレールと景観型ガードパイプで、車が当たったと

きに車線に追い返す性能という安全性能については同じものなんですか。これぐらいの価格

差で安全性能に差があるのでしたら敢えてコスト縮減しなくてもいいのかなという感じがし

たんですけれども。 

○青森河川国道事務所長 安全性能についてはある程度の一定の基準を満たしているというとこ

ろで、コスト的にはちょっと変わりますけれども、必ずしも景観型のほうが悪いということ

ではないかなと思っております。 

  この景観の考え方もいろいろありますが、やはり景観型ガードパイプは外の景色が見えやす

いというふうな特徴があるかと思いますが、こちらある意味非常に単調な田園地帯でして、

冬は実は真っ白になってしまい吹雪もあると。私としては少しガードレールぐらいの視認性

が冬あったほうが冬とかは安全性が保たれるんではないかなと思ったところではございます。 
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○石川委員 すみません、この写真を見る限り景観型ガードパイプのほうが多分剛性が高そうに、

パイプでできていますので剛性が高そうに見えるので、ガードレールよりは少し車が当たっ

たときに下に車が落ちないだけの安全性が少し高いのかなと思ってちょっと確認させていた

だきました。 

  ここは高盛土なんで、どういうふうに周りがなっているかわからないんですけれども、車が

落ちたら危ないかなというのが正直なところです。ありがとうございます。 

○道路部長 ちょっと補足で言わせていただきますと、基本的につける種別というものが決まっ

ていて、一応車の衝突条件とかは全く同じものをつけます。したがって、強度的にそれが弱

くなるということは考えておりませんので、そこは大丈夫だと思います。 

○竹内委員長 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。南委員、お願いします。 

○南委員 ５ページの企業数が非常に増えている様子で、１割増加ということなのですけれども、

これは３１年までで今後この道路ができたときにさらに企業数が増える見込みはございます

でしょうか。インパクトが非常にあるところかと思いますので、聞かせてもらいたいと思い

ます。 

○青森河川国道事務所長 今時点で必ず増えるという確実な情報はあるわけではないんですが、

この下北のほうの高規格道路も今県事業で延びているということや、あと、八戸港の今後の

開発計画もあるということもございますので、まだ延びていくことも十分考えられるのでは

ないかなというふうに思ってはおります。 

○竹内委員長  ほかによろしいですか。 

  それでは、いろいろ課題等、今後参考にすべき意見を出していただきましたけれども、事業

の継続を妨げるような、そんな意見はなかったように思います。ですので、原案どおり対応

方針案を認めることと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。 

  では、続きまして一般国道４７号高屋道路の説明のほうに移りたいと思います。これもまた

ポイントを押さえて簡潔な説明のほうを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 

・一般国道４７号 高屋道路 

【上記について、山形河川国道事務所長から資料３－２により説明】 

○竹内委員長 どうもありがとうございました。 

  では、ただいまの説明、高屋道路についてご意見、ご質問等、委員の方々ございますでしょ

うか。 
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○徳永委員 これは防災面の効果が特に大きい事業ということで、Ｂ／Ｃ算定対象外ということ

なんですけれども、１２ページの参考値を見させていただくと若干全体としてはＢ／Ｃが１

を切ってしまうのかなということになるわけで、今回増額になったということがそこにも影

響しているのかなということではあるわけなんですよね。 

  今回その防護が必要になったということでこれだけの追加対策が必要になったというところ

は十分理解をするんですけれども、若干もとから離れが相当小さい設計になっているわけで、

もう少し当初から線形のほうで離隔をとった形での対応とか、いわゆる代替案としてそうい

う検討はなされていなかったのかどうかという、そのあたりをしっかり事前にもう少し検討

しておくべきだったのではないかというあたりについての自己評価といいますか、そこをお

聞きしたいですけれども。 

○山形河川国道事務所長 ページでいきますと７ページ目にちょっと絵がありますので、そちら

をごらんいただければと思います。 

  高屋道路延長３．４キロという旗上げと、あと赤い点線で今回事業を進めているルートを示

してございますけれども、非常にこの区間は谷合いの非常に狭いエリアに現道の国道と鉄道、

さらに最上川が流れているという状況でございまして、その中で現道で非常に課題があると

ころをバイパスする案として今回のこのルートを選んでいるところでございます。 

  委員のほうからお話のあった鉄道との離隔をもう少しとれるようなルートもあったのではな

いかというご指摘かと思いますけれども、離隔をとろうとすると、これは例えばルート自体

を改善、高さのほうも変えようとするともう少し低いところを通らせるということが考えら

れるんですけれども、近くに最上川が走っておりまして、低くすると最上川の水位のちょう

ど上がってくるところよりさらに下になってしまうことになるので、そういった高さ方向の

コントロールポイントがあるということで、高さ方向は極力下げてこの離れということにな

ってございます。 

  また、さらに大きくルートを迂回しようとしますと、その分トンネルの延長が長くなったり、

さらに事業の実際の延長も長くなってしまいますので、現道の課題のあるところをバイパス

する、短い区間で結ぶという観点からこのルートが比較考量の上、最も適当であったという

ふうに当時も判断しておりますし、現時点でも、事業費は少し増えることになっております

けれども、このルートが適当であるというふうに考えているところでございます。 

○竹内委員長 石川委員、お願いします。 

○石川委員 すみません、２点ほどなんですけれども、まず１点目は４ページなんですけれども、
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この道路ができることによって１００分近く移動時間が短縮できるということなんですけれ

ども、便益として例えば私、前にコンクリートの学会のほうでプレキャストと現場打ちでど

れぐらい温室効果ガスの削減ができるのかという検討をしたことあるんですけれども、輸送

時間が短くなればなるだけ温室効果ガスの削減が図れると思うんです。 

  そういう環境負荷低減みたいなものもベネフィットに入れて算出されているのかなというの

がまず１点と、もう１つは、ワーキングのときにも申し上げたんですけれども、９ページの

ＪＲのクラウン近くの上のほうの、トンネルの上のほうの①の裏込め注入というところがあ

るんですけれども、これは国の問題じゃなくてＪＲがつくったときの最初から存在している

こういう空隙なわけで、ここまであわせて補修費を国交省で見る必要があるのか、むしろこ

れはＪＲが本来維持管理すべき工事じゃないかなというふうに思います。 

  以上、２点です。 

○山形河川国道事務所長 まず、２つ目のほうのこのＪＲトンネルの補修の費用負担の考え方で

ございますけれども、こちら我々の事業によって影響を与えてしまう部分について我々は費

用を負担するという考え方でございまして、ここの裏込め注入というのはこのＪＲの運行に

当たってＪＲだけが運行しようとしている中では必要のない対策でございまして、下に我々

の事業を工事する上で影響を与えてしまわないようにこの裏込め注入も我々が負担をすると

いうことでございまして、我々の事業がなければ当面ここの対策というのはＪＲ側では実施

する予定がないというふうに聞いておりますので、その観点から費用負担をしていると。い

ずれにしましても、当該事業によって影響を与える範囲で我々は費用負担をさせていただく

という形で整理しているところでございます。 

  １点目のＣＯ²の関係でございますけれども、現時点で環境負荷という観点については考慮

していないで算出をしているという状況でございます。 

○石川委員 環境負荷、最近ＣＯＰ２５も行われましたので、そういう面も少しＰＲされて事業

計画の評価をされたらいいかなというふうに思います。 

  ２点目のところなんです。すみません。別に意地悪な質問をしているわけじゃないんですけ

れども、先ほど説明にあったときにＪＲの軌道の沈みとか移動量とか変位量が限りなくゼロ

ミリで管理するということであれば、ＪＲがそういうふうに言っていることであれば、とり

わけ運行に差し支えないわけですから、ここのところに空隙があろうがなかろうが余り問題

にならないというふうに思います。 

  余り細かいことを言う必要はないと思うんですけれども、でも、少しはそういうこともＪＲ
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と協議されたらいいかなというふうに、今後のこともあると思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○竹内委員長 ご意見について補足ございますか。 

○山形河川国道事所長 ご指摘を踏まえまして、貴重な税金を使わせていただきますので、その

観点でＪＲとも今後協議をまた進めていきたいと思います。 

○竹内委員長 ありがとうございます。 

  ほかに先生方、ご質問等ございますか。よろしいですか。 

  では、いろいろとこの件もまた今後参考になるような意見を、ＣＯ²の削減ですとか、そう

いうような意見も出ましたので、今後の参考にしていただければなというふうに思います。 

  特にほかにご意見ないようですので、これも原案どおり対応方針案どおり認めるということ

にしたいと思います。どうもありがとうございました。 

  それでは、次に要点審議のほうに移りたいと思います。要点審議事業の説明につきましては、

さきに一覧表で既に説明していただいておりますので、ご意見、ご質問等をお願いしたいと

いうふうに思います。これも委員の方々、何かあれば全体を通してよろしくお願いしたいと

思います。 

  よろしいですか。コメントでも結構ですし、何かあれば。よろしいでしょうか。 

  では、これも特に意見がございませんので継続との対応方針案として認めさせていただきた

いと思います。どうもありがとうございました。 

 

  それでは、また次の議題です。次は公園のほうになります。公園事業につきましては事前説

明いただいた際に検討した結果、事業計画等の変化の有無、事業費の増額の有無や要因、ま

た全体事業費の便益の変化状況を踏まえ、国営追悼・祈念施設整備事業の宮城県石巻市を重

点のほうの審議事業、同じく岩手県陸前高田市を要点の審議事業として審議したいと思いま

す。 

  それでは、事業担当部から今回の審議事業、重点、要点ございますけれども、それについて

初めに一覧表に基づいた概要の説明のほうをお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

◆審議案件一覧の説明 

【上記について、事務局から資料６により説明】 
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○竹内委員長 ありがとうございました。 

  それでは、国営追悼・祈念施設整備事業の宮城県石巻市の説明に移りたいと思います。これ

もまたポイントを押さえて簡潔な説明のほうを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 

・国営追悼・祈念施設整備事業（宮城県石巻市） 

【上記について、東北国営公園事務所長から資料７により説明】 

○竹内委員長 どうもありがとうございました。 

  ただいまの説明についてご意見、ご質問等、委員の方々ございますでしょうか。では、南委

員。 

○南委員 海の近くにできるわけですけれども、この公園の横の防潮堤等あろうかと思うんです

が、その周辺施設については、この公園事業とは別の事業として進められているということ、

この公園の中にはそうしたいわゆる津波防災用の施設だったり、経路だったりというような

ものはないということでよろしかったですか。 

○東北国営公園事務所長 そのとおりで、ここの４ページに公園の計画平面図がありまして、例

えば南光湊線ということで公園の北側に高盛り道路が整備されていますけれども、これは市

の事業で公園以外の事業として整備をしていますけれども、津波が来たときには二線堤とし

て役に立つものということと、あと海岸部に当然防潮堤もございますけれども、それも公園

以外の事業として評価されているものでございます。 

  公園の中としては一丁目の丘ということで、ＴＰ１０メートルの築山、公園の築山がありま

すけれども、ここに一時避難ができるということで、そういった防災公園としての防災機能

を備えているところでございます。 

○南委員 もう１つ全般的な話なのですが、この復興祈念の公園ですけれども、これというのは

こうした通常の事業のＢ／Ｃのフレームに乗せていることに多少違和感を感じないでもない

のですけれども、通常の公園事業と同じような取り扱いがされているという考え方になりま

すか。 

○東北国営公園事務所長 本来であれば例えば追悼と鎮魂の価値とか震災の記憶を後世に伝承す

る価値といったものを恐らく事業の性質上は計上すべきものとは認識はしているんですが、

都市公園のマニュアル自体でそういった価値を把握するものではなくて、通常の公園として

評価しているところでございます。もしやるとしたらＣＶＭとかで支払い意思額で出すとい

う方法はひょっとしたらあるかもしれないんですが、そこまで至っていないという状況でご
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ざいます。 

○南委員 今後になるでしょうけれども、そうした評価フレームをつくっていくことが大事だろ

うなと思いますので、ご検討をお願いできたらと思います。以上です。 

○竹内委員長 ありがとうございました。 

  ほかにございますでしょうか。中野委員どうぞ。 

○中野委員 池・湿地帯の整備のところでデザイン的に非常によくなったと思います。この設計

変更がどういうふうにＢ／Ｃにあらわれているのかというところをちょっと教えていただき

たいんですが。 

○東北国営公園事務所長 １１ページをお願いできればと思いますけれども、左側の下が当初計

画のときの池の整備箇所で約４ヘクタールだったんですが、今回池の整備箇所が増えまして

約３．５億円の事業費増となったところでございます。 

  Ｂ／Ｃに関してはここが費用として計上されますので、もともとの総事業費が６０億だった

のが７６億円になったわけですけれども、そのうちの３．５億がここの池の部分の事業増と

いうことでございます。 

○中野委員 コストのほうではなくてベネフィットのほうは特に今回反映されているのでしょう

か。 

○東北国営公園事務所長 特段反映されているというものではございません。 

○中野委員 なかなか景観に対して価値を与えるというのは難しいと思うんですけれども、一方

で例えばこういう形にして昔の風景と書いていますが、例えばここが川とつながっていて潮

の干満なんかがあると結構おもしろい場所になるはずなんです。要はかなり集客効果といい

ますか、市民が遊べる、子供が自然を楽しめる場になると思います。ここが安全であるとい

う前提であれば、そのような非常にいい場所になると思うんです。 

  ですから、そういうところまで含めてベネフィットも考えていただきたいし、こういうもの

をつくった後は維持管理の問題が出てきます。池の維持管理はなかなか難しいものでして、

完全に閉め切ってしまうと大概池は汚れるんです。こんなに海に近くて、川にも近くて、安

全も配慮されているんであれば、積極的に昔の干潟みたいな機能がここに反映できるように

していただければ、水の入れ替えの効果で池も汚れませんし、ベネフィットに入れてもまだ

まだ評価できるものがあるのかなと。これはコメントです。 

○東北国営公園事務所長 ありがとうございます。 

○竹内委員長 武藤委員、どうぞ。 
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○武藤委員 申しわけありません。今ご説明いただいた事業とこれからご説明いただく次の事業

ものと関連しているのかもしれないのですが、ご説明の中に何度も中核的施設というものが

出てきているのですけれども、これに対してご構想は決まっておられるのでしょうか。次に

ご説明いただく岩手県の陸前高田市のものに関してはもう既に中核的施設、新道の駅として

先日オープンをされたと伺っておりますし、新道の駅の駅長も先日この間の東北道の駅会議

の際にご挨拶にお見えになられ、今後に対する運営の一体管理に関するご構想を頂戴して、

「なるほど、そのような形でにぎわいを創出していかれるのだ」ということがある程度理解

できたのですが、今回のこの中核的施設については何か既にご構想があるのであればお伺い

してもよろしいでしょうか。 

○東北国営公園事務所長 今ご指摘あったとおり、陸前高田につきましては先日、９月２２日に

開園したところでございますけれども、こちらについては現在建物の建築工事を行っていま

して、完成が令和３年の２月を予定しております。 

  内容といたしましては、１，５００平米の建物で、半分が宮城県が震災伝承をここで展示す

るということで展示的な施設が約半分、残り半分が公園に来た方が休んだりトイレに行った

りとか、あと機械室等々ありますので、そういった管理的なスペースが約半分ということで、

今のところ物販等は想定していないんですけれども、休憩所と宮城県が設置する展示施設と

いうような役割でご理解いただければと思います。 

○武藤委員 それでは、本石巻の事業全体に関しての管理運営というのは、それぞれ事業主体が

別々に管理されるやり方であるのか一体管理なのかもお伺いしてもよろしいですか。 

○東北国営公園事務所長 まさに将来の管理をどうするかということで、国と県と市で協議をし

ていくわけですけれども、恐らく公物管理の責任者としてはそれぞれにはなるんですが、一

体的な公園としてうまく管理できるように連絡を密にしながら管理していくという方向で考

えていきたいと思っております。 

○武藤委員 先ほど中野先生もおっしゃっておられましたけれども、コンテンツとしてこれから

「先の災害」があったことを思い返していただきながら、しかもそのことを今後につなげて

いくというものがたくさんちりばめられていると思いますので、その管理運営こそがこれか

らこの事業をもっともっと大きくさせていく引き金になるのではないかなと思われますので、

ぜひこれ以降も経過をお伺いしたいと思いますし、注目して見ていきたいと思っております

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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  ほかにございますでしょうか。では、徳永委員、お願いいたします。 

○徳永委員 今までの話と関連する話からなんですけれども、いろいろ単なる公園ということだ

けじゃなくて、追悼であるということもありますし、またその一方で防潮堤とか高盛土とい

うものである意味海と遮断されるような形になってしまう地域なものですから、そういう中

で少し海のイメージができるものであるとか、そういうところでよりここの公園の価値を高

めていっていただければなというふうには思っております。 

  その際に後の便益計算のところにも関係してくるんですけれども、ここほとんど自動車での

アクセスしか考慮されていないという印象がありまして、せっかく石巻駅まで鉄道で来られ

たといった場合も、ここに行く手段が全く考えられていないというような、ちょっと別の会

議で担当の方に聞いたときもそんなことでしたので、それは何か非常にもったいないなとい

うふうに思っておりまして、ぜひそういう鉄道アクセス等も含めてより多くの人にここに来

ていただいて、学習の場としても自然との触れ合いの場としても追悼の場としてもいろいろ

活用していただけると、マニュアルで計測される便益だけでない、そこの効果を最大限発揮

していただきたいなというふうに思っております。 

  ここからはちょっと２点ほどあるんですが、まず１点目が、先ほどの道路での議論とも重な

るんですが、費用増加要因のところでボーリング調査の結果ということで今回費用が追加と

いうことになるんですが、その際築山ですとか中核施設というのはもともとある程度想定さ

れていて、今回場所が決まったからということではあるんですけれども、この地域そんなに

大きく地盤のほうが変わっているというふうには思えないんですが、そういう中で事前の調

査もある程度されているわけなので、そこで今回のような事態が本当に想定できなかったの

かどうかというところで、そのあたりこの事業に対してというより今後に向けてほかの事業

の参考としてということかもしれないんですが、しっかり反省すべき点は反省していただい

たほうがいいのかなというふうに思っております。 

  ちょっと次が長いので一旦ここでコメントをいただければと思うんですけれども。 

○東北国営公園事務所長 １３ページに液状化対策の資料をつけさせていただいておりましたけ

れども、ちょっと言い訳になってしまいますが、新規採択のときにも当然防災集団移転の当

地は跡地でございましたので、一定の地盤調査は行っていたんですけれども、やはり建物の

位置を決めていく中で、当地は日和山という避難された山があって、そこから祈りの場とい

う公園の中心に向かって景観を阻害しないような場に建物を整備しなければならないとか、

ちょっといろいろな条件がありましてこのような状況となりました。 
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  見込みがちょっと甘かったかと言われると、そこはちょっと反省すべきところは反省しまし

て今後につなげていければなというのが事実でございます。 

  以上です。 

○徳永委員 次が便益の計算についてなんですけれども、今回便益のほうが約２倍ぐらいに増加

しているというところで、今回説明資料のほうもそこがなぜこんなに２倍にも増えているの

かというあたりがほとんど説明されていない資料なものですから、本来これぐらい大きく値

が変わるということであれば、もう少し丁寧な説明資料が必要なのではないかというふうに

思っております。 

  今回後ろのほうに参考資料もついているんですが、それも実はそれを見てもよくわからない

というところがありまして、実はちょっと事前の中で詳細についてお聞きして何となくわか

ってきたということで、これ基本的にマニュアルに従って計算されているというところで、

その計算自体そんなに問題があるとは思ってはいないんですが、ただし、結果的にかなり需

要曲線のところで言いますとかなり極限のところといいますか、端っこのところを使って計

算されているんです。 

  結果として旅行費用に対してほとんど需要が感度がないんです。費用が２倍になっても需要

はほとんど変わらないというような状況になってしまっているということがあって、マニュ

アル上そういうことなんだろうとは思うんですけれども、どうもしっくりこないと。実感と

して違和感があるという状況になっております。 

  さらに言えば、実は２倍になった原因の１つが、前回、当初の計算の際にちょっと距離を間

違って設定しているのではないのかというところで、そこもしっかり見直しというか、反省

した上で今回これだけの変更になるんですという説明をしていただきたかったかなというふ

うに思ってございます。 

  この案件自体につきましてはもとからといいますか、十分費用便益比のほうは高いことにな

っておりますし、加えて南委員とか皆さんがおっしゃるようにマニュアル以外の便益という

ものが十分あるというふうに私自身も思っていますので、その意味ではこの個別案件に対し

ては特段問題はないとは思っておりますが、若干今回その需要曲線のそういう非常に端っこ

のほうで計算せざるを得なくなってしまっているというのがマニュアル上の問題なのかマニ

ュアルの運用上の問題なのか、何かそのあたりもしっかりご確認いただいて、今後の事業を

進める際の検討の際にはそこをしっかり見ていただきたいなというふうに思っております。 

○竹内委員長 どうぞ、コメントをお願いします。 
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○東北国営公園事務所長 結論としておっしゃるとおり需要曲線がかなり極限の部分で今回計算

しているというのは事実でありまして、そうしたものと、あとやはり需要算出上のマニュア

ル上の問題といったものもちょっと今回分析してわかってきたところがありますので、そこ

についてはまた本省のほうともちょっとマニュアルのあり方について今後また検討をしてい

きたいというふうに考えております。 

  また、前回の評価の中で、例えば自治体のアンケートによって競合公園の状況がなかなか把

握できなかったといったこととか、あと、交通のアクセスでもちょっと若干錯誤はあったと

いうのはありますけれども、ちょっとそういった反省も踏まえて今後の事業評価の精度向上

に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いできればと思います。 

○竹内委員長 黒田委員、お願いします。 

○黒田委員 お話を伺っていて、石巻のほうでは高校のほうのキャリア教育で何とか本業をさせ

ていただいております。その中で、高校生の方たちの自尊感情がすごく低まっているという

こと、なかなか高まらないということが非常に問題視される事があります。 

  事業の必要性の中でいろいろな方針の中、いろいろありますが、これからこれを管理運営し

て繋いでいく人たちというのはやはりそこに暮らす、これからそこに暮らし続ける若者たち

だと思いますので、そういう意味でもこれが外に目を向けたこともすごく大切だし、それも

すごく大切ですごくすばらしいことがいっぱい書いてありますが、そういうここで生きてい

る、いろいろな思いを通し今高校生となった、また生き続けている子供たちに向けた意味の

あるものとするのであれば、そういう意味でもいろいろな効果というか、大切なものになっ

ていくんだと思います。 

  ちょっと評価点としては評価の出しにくいところ、人の気持ちの部分はデータとしてなかな

かとりにくいものであるんですが、もし今後そういうことが検討し、正しくそれに出せるよ

うな方向性があるんであればお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○竹内委員長 何かコメントございますか。 

○東北国営公園事務所長 やはり当地は石巻の被害の象徴的な場所ということで、やはり地元の

方も当地に対する思いというものがかなりいろいろなことがありまして、そういった思いも

評価できるようなこともできればいいなと、個人的な感想ではありますけれども、ただ、今

後管理運営していく中でもやはり地元の参画を得ながらやっていくといったことが大変大事

になってきますので、今後市民との連携を軸にどういった管理をしていったら来園者に響く

かといったことも考えながら管理していきたいと思います。ありがとうございます。 
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○竹内委員長 ありがとうございます。ほかの委員の方、よろしいですか。 

  では、これに関していろいろ意見が出ました。特にまとめると、運営ですとか活用の方法、

あとは、若い人の心の問題などもあり、これも１つ検討、確認してくださいということだと

思います。 

  次に２つ目は、南委員から通常の公園と違った事業の評価フレームが必要ではとの意見があ

りました。また、徳永委員のほうからは、その便益の計算法についてマニュアルに課題があ

るとのことでした。それについては本省ともに検討されるということですので、ぜひ今後の

ためによろしくお願いしたいと思います。 

  これについて特に事業の進め方については反対という意見がなかったと思いますので、これ

も原案どおり、対応方針案どおり認めるという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。 

  それでは、要点審議のほうに移りたいと思います。 

  この説明につきましてはさきにもう既に一覧表で説明いただいておりますので、ご意見、ご

質問をお願いしたいというふうに思います。これも委員の方々、見学会で見たほうだと思い

ますけれども、何か感想でも結構ですけれども、ありますでしょうか。 

  よろしいですか。これについては特によろしいですかね。 

  はい、ありがとうございます。では、これも特に意見がございませんので、原案どおり、対

応方針案どおり認めるということに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。 

  次は３つ目の港湾のほうに移りたいと思います。 

  港湾事業については仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業の１件とな

っております。重点事業として審議したいと思います。 

  それでは、これもポイントを押さえて簡潔な説明のほうを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 

・仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業 

【上記について、塩釜港湾・空港整備事務所長から資料１１により説明】 

○竹内委員長 どうもありがとうございました。 

  ただいまの説明にご意見、ご質問等ございますでしょうか。委員の方々。 

○石川委員 石川です。 

  ７ページなんですけれども、２次元ＦＥＭ解析によって圧密沈下がどれぐらい起こるかとい
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う計算をされていまして、将来的には最大で１．５２メートルまで沈下するという予測です

が、数値解析をやると必ず確定値としてこういう値が出てきます。実際にこの値にぴったり

なるかということはなく、ある振れ幅があると思います。やはりその振れ幅が数値解析をや

るときでも少し定数をいじると振れ幅が計算できるので、例えば１．５１プラマイ１０セン

チとか、そんなような幅を持たせた予測をして、これぐらいだと費用がこれぐらいかかると

か、費用に関しても少し確定値じゃなくて振れ幅があるということをあらかじめ資料として

作成しておられると今後の説明が少しわかりやすくなるという思います。コメントです。 

○竹内委員長 何かありますか。コメントについて。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 ご指摘ありがとうございます。 

  まず、７ページでお示ししております想定の沈下量でございますが、こちらについて危険側

を考慮した概略値を出しております。実際に施工する場合におきましては詳細な検討を行っ

た上で実施していくことで考えております。 

  また、今先生ご指摘の振れ幅ですが、感度分析という形では健全値プラマイ１０％という形

で考慮されております。一方で、今おっしゃったような沈下量がどうプラスマイナスという

形での詳細なところはやっていないですが、危険側で沈下量の大きいほうから押さえている

ところでございます。 

○竹内委員長 どうもありがとうございました。 

  ほかに委員の方々、ございますか。確認したい点でも結構ですけれども。よろしいですか。

では、徳永委員。 

○徳永委員 すみません、また便益の計算についてですが、これも現状のマニュアルどおりにや

るとこうなると思いますが、港湾の場合、単純に取り扱い貨物量だけで便益を計測している

と大型船対応という部分の便益が評価できないのではないだろうかというあたりで、そのあ

たりどのように考えられているかというところなんですが、でも、結局大型対応していかな

いとその港を使ってもらえないということで、もうどうしようもないんですよね。 

  さらに言えば、最近クルーズ船の大型化というものも進んできているので、そういうクルー

ズ船による便益というものも現状では計測されていないということのようですので、このあ

たりちょっと港湾全体として便益の計算の仕方というか評価の仕方、これは少し考えていく

必要があるのではないのかなと思いますが、そのあたり検討されているのでしょうか。 

○竹内委員長 どうぞ。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 まず、大型船に変わったときの便益の分析の仕方については、
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資料１２のほうの１１ページをお開きいただければと思いますが、今回の石巻港においては

内側の小さい船しかつけられないところから大きな船がつけられるところに変えたというこ

とになりますので、船舶が大型化したことによって海上輸送コストが下がったということで、

便益計上しております。 

  一方で、先生ご指摘の旅客船については、残念ながら便益を計上しておりません。最近、石

巻港は非常に大型の１０万トンを超えるような旅客船の入港が始まったところでございまし

て、今後の展開によってはそういったことも可能性はあるかなと思っておりますが、まだ黎

明期に当たるということで、今後の推移を見守って参りたいと考えております。 

○徳永委員 大型船による輸送コスト、運賃が下がる分ということになると思いますが、それ以

上にいろいろなメリットというか、逆に言うと失う便益が大きいというんですか、その整備

ができなければ失ってしまう便益というものがものすごい大きいような気がしているので、

そのあたりちょっとした輸送コストが下がるというだけだと整理し切れなくなるのではない

かというのが若干気になるところなので、少し研究していただけるとありがたいかなと思っ

ております。 

○塩釜港湾・空港整備事務所長 ありがとうございます。 

○竹内委員長 ありがとうございました。 

  ほかに委員の方々、よろしいですか。南委員、お願いします。 

○南委員 この後背地に港湾の開発が進んで、特に３ページに記載されていますけれども、こう

した産業が張りつくというようなことが起こるわけですけれども、費用便益の中で見るとこ

うした港湾の効果の中には評価が入ってこないようなのです。港湾に関する別事業の評価フ

レームに乗るのかとは思うのですが、効果という側面ではどう捉えたらいいのか、ご存知で

したら教えていただきたいということと、もし可能ならばこうしたことも評価フレームに乗

せていったらいいのではないかということですが、いかがでしょうか。 

○港湾空港部長 ありがとうございます。 

  徳永委員と南委員のお話、共通する話だと思いますが、費用対効果を算出する上でいかに精

緻につくっていくかという話だと思います。実際の経済活動のモデル化を徳永委員がおっし

ゃられていたのはまさにそもそも整備しないとこの進出企業はなかったんじゃないかという

話です。また、南委員がおっしゃられていた、この企業が入ってきたことによっての便益は

どこでカウントしているかということですが、貨物量ということで入ていますので、全く無

視しているかということではそうではないと思っています。 
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  ただ、南先生のおっしゃられていたのは、この企業が進出するという効果が船の大型化であ

るだとか、そういったところの便益だけではなくてほかにもあるんではないか。例えば固定

資産税が増えるであるだとか、雇用がどれだけ増えるだとかといっているところは、経済波

及効果であり経済学者の先生の中では先ほどの船の大型化にする物流の効率化の中でいわゆ

る消費者余剰法と言われる概念の中に含まれるというような説明を受けるときもあります。

他方、やはり市民の皆様方にわかりやすい説明をするのであれば、いわゆるＢ／Ｃだけでは

なく、例えばこの整備をしているこの港のプロジェクトの中でどれだけ雇用が増えていると

か、どれだけ生産量が上がっているとか、税収がどれだけ増えているとか、いわゆるそうい

うことも私たちの事業を進める上での説明責任としてはもう少し工夫していくことが必要で

はないかなと思っているところです。 

  少し南委員の質問の答えになっているかどうかわかりませんけれども、特に今復興期間でこ

れだけインフラの投資をされている中で、そういうことが今起きています。そういうことを

もっとわかりやすく説明していくのかなと思っているところです。 

  以上です。 

○竹内委員長 南委員、よろしいですかね。今の件について。ありがとうございました。 

  ほかによろしいですか。委員の方々、ご意見よろしいですか。 

  ありがとうございました。いろいろこうしたほうがいいという提案と、あと説明の仕方とい

うものがありましたけれども、今後の参考にしていただければと思います。 

  では、この件も原案どおり対応方針を認めるということでよろしくお願いしたいと思います。

ありがとうございました。 

 

４．報 告 

○竹内委員長 では、次に報告事項のほうに移ります。 

  それでは、河川事業の再評価及び事後評価の報告でございます。これもまた簡潔な説明のほ

う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 

（再評価） 

・鳴瀬川直轄河川改修事業 

・高瀬川直轄河川改修事業 

・子吉川直轄河川改修事業 
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・最上川総合水系環境整備事業 

・赤川総合水系環境整備事業 

・高瀬川総合水系環境整備事業 

（事後評価） 

・最上川上流特定構造物改築事業 

【上記について、事務局から資料１３、１４により説明】 

○竹内委員長 どうもありがとうございました。 

  ただいまの説明、ただいま説明されたとおり再評価については事業の継続と、事後評価は今

後の事業評価の必要はなしというふうに審議されたものでございます。これに関してご質問

等あればお伺いしたいと思いますけれども、委員の方々、よろしいですか。 

  特にないようですので、河川の報告事項ということについてはこれで終わりたいと思います。 

  それでは、審議結果の取りまとめをこれから行いますので、あと５分間、５時７分まで休憩

というふうにしたいと思います。 

午後５時０２分 休憩 

午後５時０６分 再開 

○竹内委員長 それでは、本日の開催結果のまとめについて確認をしたいと思います。議事概要

については、いかがでしょうか。色々なご意見があった道路事業について、コメントをつけ

るか議論したいと思いますが、よろしいですか。コメント案として「軟弱地盤が想定される

場合は、公共用地等の制約を理由としボーリング調査の間隔が大きく開かないよう、事前調

査を行う方法を検討すること」と。いかがでしょうか。 

○徳永委員 前回もそういう議論をしたような気もするんですが、この「対応方針（原案）は妥

当であるという」後のコメントの位置づけが何か不明確なので、何かつなぎの文章みたいな

ものを入れませんでしたでしょうか。 

  というのが１点と、それから、調査間隔が大きく開かないようにということだけを特定する

のかなというところがあって、より精度よくやってくださいよというような意味合いなのか

なというふうには思うんですが。ある程度軟弱地盤で条件が悪そうなところを的確に選んで

くださいよというようなニュアンスなのかなと、私自身はそんなふうに思っていたんですけ

れども。 

○竹内委員長 １つ目ですよね。「である。ただし」とか、そんなような附帯条件が１つ目です

ね。「なお」とかですか。 
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○徳永委員 なお、以下の意見があったとか。 

○竹内委員長 「あった」とか。 

○徳永委員 はい。 

○竹内委員長 というようなことと、あと、ここでは具体的に書かなくてもいいんじゃないかと

いうことですかね。もうちょっと調査精度を高めることもあります。 

○徳永委員 その間隔だけの特定がされているんですが、それだけではないんじゃないと思うん

ですけれども。 

○竹内委員長 全体を見られてこれを書かれたと思うんですけれども、これボーリングだけに特

定しないで、もう少し状況を見ながら精度を上げるような取り組みが必要であるようなこと

と思います。どうでしょう、事務局のほう、書けますでしょうか。 

  また、ほかにございますか。もう少し時間がありますから、どうぞよろしくお願いします。 

○司会（震災対策調整官） もう少しお待ちください。 

○竹内委員長 以下の附帯条件としてみたいな。 

○徳永委員 附帯条件でもないですよね。 

○南委員 附帯ほど重みがあるかどうかですよね。 

○徳永委員 参考意見があったみたいな。 

○竹内委員長 「という意見があった」と。 

○南委員 議事録に入ればいいのか。ここに特出しして記録することの意味ですよね。議事録に

ほかの関係も入るわけですよね。 

○徳永委員 議事録でいいと思いますけれども。 

○竹内委員長 議事録で。 

  今事務局で作業をやられていますけれども、同時に何か委員の方から今これは特にこういう

コメントを入れないで、これも議事録で対応したらいいんじゃないかという意見も出ていま

すけれども、どうでしょうか。 

○徳永委員 だから、何か特出ししてしまうと何かすごい大きな意味を持つような感じがするん

ですよね。 

○竹内委員長 そうですね。いろいろ意見を出された中で書かれるとやはりそうなるんですけれ

ども。では、委員の方々、載せたほうがいいという意見はございますか。南先生どうぞ。 

○南委員 小笠原委員がご指摘したことだと思うのですけれども、とても大事なご指摘には間違

いないですけれども、その理由というのか、どのような過程でそういうことになったかとい
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うことははっきりわからないところも現状ではあるということで、ただそうした間隔が大き

くあいたことに対して指摘しておかなければならないという見方もあると思います。 

  ですから、やはりそれをここに記載するのか、議事録の中に載る幾つかの重要なポイントに

ついては我々も指摘させていただいたのですけれども、それと同列の扱いにするかのどちら

を選ぶかかと思います。 

○竹内委員長 今南委員がまとめてくれましたけれども、議事録の中で対応したほうがいいので

はないかという意見のほうに肯かれている委員の方が私から見ていて多いように思います。

それに対してそうじゃないという委員いらっしゃいますか。よろしいですか。 

  では、そういうことなので、最後のまとめの審議結果についてはそういうコメントを書かな

いで、議事録の中のほうできちっと検討して残していただくということでよろしくお願いし

たいと思います。ありがとうございました。 

  それでは、議事概要については以上でございます。どうも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。 

○司会（震災対策調整官） 竹内委員長、ありがとうございました。 

 

 【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２回委員会を令和元年１２月１８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 

    ●一般国道４５号 天間林道路 

    ●一般国道４７号 高屋道路 

    ●一般国道４号 北上拡幅 

    ●一般国道１１３号 梨郷道路 

    ●一般国道４号 鏡石拡幅 

    ●一般国道１２１号 湯野上バイパス 

    ●一般国道６号 勿来バイパス 

    ●一般国道１３号 泉田道路 

●一般国道１３号 新庄金山道路 
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●一般国道１３号 金山道路 

●一般国道１３号 真室川雄勝道路 

●一般国道１３号 横堀道路 

     上記１２事業について、対応方針（原案）は妥当である。 

   ２）公園事業 再評価 審議結果 

    ●国営追悼・祈念施設整備事業（宮城県石巻市） 

    ●国営追悼・祈念施設整備事業（岩手県陸前高田市） 

     上記２事業について、対応方針（原案）は妥当である。 

   ３）港湾空港事業 再評価 審議結果 

    ●仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業 

     上記１事業について、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 

    ●高瀬川直轄河川改修事業 

    ●子吉川直轄河川改修事業 

    ●最上川総合水系環境整備事業 

    ●赤川総合水系環境整備事業 

    ●高瀬川総合水系環境整備事業 

   ・事後評価 

    ●最上川上流特定構造物改築事業 

     以上について、学識者懇談会等による再評価・事後評価の審議結果報告があった。 

 

○司会（震災対策調整官） 最後に、局長のほうからご挨拶よろしくお願いします。 

５．閉会挨拶 

○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２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。 

  本日はどうもありがとうございました。 

午後５時１７分 閉会 


