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　　　　　　　【道路事業】　資料１　　：審議案件一覧表
　　　　　　　　（重点事業）資料２－１：一般国道４号　渋民バイパス
　　　　　　　　　　　　　　資料２－２：一般国道１３号　尾花沢新庄道路
　　　　　　　　（要点事業）資料３－１：一般国道１０１号　五所川原西バイパス
　　　　　　　　　　　　　　資料３－２：一般国道１３号　大野目交差点改良
　　　　　　　【河川事業】　資料５　　：審議案件一覧表
　　　　　　　　（重点事業）資料６　　：豊牧地区直轄地すべり対策事業
　　　　　【都市公園事業】　資料８　　：審議案件一覧表
　　　　　　　　（重点事業）資料９　　：国営みちのく杜の湖畔公園

番
号
資料番号 頁 委員名 提言・質問 回答

1 資料１ －
徳永委員
南委員

完成４車線を暫定２車線に替える考え方を説明いただきたい。また、Ｂ／Ｃの算定はどうなるの
か。

整備効果の早期発現のため2車線整備を先行させるが、都市部で交通量の多さなど明らかに4車線
が必要な事業などは4車線で実施する。暫定整備となった場合は、暫定分の事業費でB/Cを算出し
ている。

2 資料１ － 徳永委員
交通量減によりＢ／Ｃが減っているとの説明があったが、暫定２車線としたため事業費が減ったこ
とも関係しているのか。

暫定整備による事業費減を考慮している。Ｂ／Ｃが減となった主な理由が「交通量減」であるた
め、このような記載としている。

3 資料１ － 徳永委員
尾花沢新庄道路と渋民道路は，Bが減少しているが，Cも減少させたためにB/Cの低下が押さえら
れている。特に渋民道路は1.0を割るところが1.1にどどめていることから，そのことがわかるよ
うな赤書き注記とすべきではないのか。

変化の要因については主たる要素を記載しているため、このような記載としたい。

4 資料１ － 徳永委員 Ｒ１開通ネットの条件は。 評価実施時点で開通しているネットワークを対象としている。

5 資料１ － 徳永委員
今後のネットワークの完成後に改めて事後評価を実施するとのことだが、将来交通量で出せるため
必要ないのでは。何が違うのか。ネットワークの完成とはどのような条件か。

事業単位での整備効果も把握するが、道路はネットワークとして繋がることで発現する効果もあ
り、その部分を適切に把握するよう過年度の事業評価監視委員会で意見が出ている。ネットワーク
の完成は、津軽道や東北中央道の全線開通時をイメージしている。

6 資料１ － 徳永委員
交通量が将来的にどうなるのか、経年的にどう変わっていくのかが、費用便益算定資料をみてもわ
からない。

費用便益分析はR12において対象道路の整備の有無で算出するため、時系列的に効果を示す資料
とはなっていない。

7 資料１ － 徳永委員
個別説明資料では，開通前後の比較で説明されているが，便益変化の要因であるR12将来交通量
との関係が不明であり，将来交通量に対して現況実測値がどのような位置づけになるのかを検討し
ておく必要があるのではないかと思う。

周辺環境の変化として、費用便益分析の前提となるネットワークの変化について説明資料（２．前
回評価時からの周辺環境等の変化）を追加した。

8 資料１ － 徳永委員 主な整備効果の欄に、Ｂ／Ｃに含まれているか否か記載が必要。
時間短縮など3便益の要素に含まれるものもあるが、直接的な計測によって得られた時間等で算出
B/Cを算出しているものではない。ここで示している内容は、個別の説明資料に含まれる内容であ
るため、記載はそのままとしたい。

9 資料１ － 徳永委員

ここで列記している「主な整備効果」は計測３便益以外と思われたため，「計測便益以外の主な便
益」というような表記とすることを提案したものである。確かに事故減少は計測便益であり，混雑
緩和も走行時間短縮に含まれていると思われるが，走行時間短縮とは書かれておらず，３便益の一
つ走行費用も書かれていない。
また，個別説明資料の中でもどこまでが便益計測項目で，どこからが計測外の便益かが明示されて
いない。
上記３番目、７番目のコメントとも関連するが，BやCが前回評価からどのように変化したかがわ
かるような資料作成をお願いしたい。

混雑緩和などは、走行時間短縮・走行経費・事故減少の３便益に繋がる効果ではあるが、費用便益
分析の３便益は交通量推計の推計値で50年分の積み上げにより算出されるものである。一方、主
な整備効果は評価時点において旅行速度等を実測して表現しているものであり、同様の項目であっ
ても直接的に３便益につながるものとはなっていない。
よって、推計値で算出する三便益、直接計測による主な整備効果としてこのままの記載としたい。

10 資料１ － 小笠原委員
道路事業、公共事業は必要なところに必要な規模の構造物を整備していると認識している。効果が
あって当然だが資料を見てよく分かった。

ご意見いただきありがとうございます。

11 資料１ － 武藤委員 道路のインフラとしての重要性がよく分かった。 ご意見いただきありがとうございます。

令和元年度　第３回　東北地方整備局事業評価監視委員会
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12 資料１ － 髙柳委員
暫定２車線で供用とのことだが、完成４車線にはどのような条件でなるのか。その時期はいつ頃
か。

沿道の開発などにより、交通量が増加するなど必要性が確認された時点で改めて新規採択時評価を
実施し事業に着手することとなる。

13 資料１ － 石川委員 五所川原西バイパスも災害時に寄与すると思われるが、記載は必要ないか。
事後評価においては、これまでの評価において評価対象とした項目について検証を行う。当該区間
は災害時の通行止めが少なく評価対象としていなかった。

14
資料
２－１

9 小野委員 渋民バイパスの通行止めがこんなにあったのかと驚いた。必要な事業であったと思います。 ご意見いただきありがとうございます。

15
資料
２－2

12 徳永委員
北村山地域に人がながれているとの説明があったが、新庄側の動きはどうか。双方の増加を確認し
て効果とすべきではないか。

新庄側の通勤流動も含め、1.4倍となっている。資料を修正した。

16
資料
３－１

1 髙柳委員 鰺ヶ沢までの未整備路線の完成の目処は立っているか。 まだ見通しを出せていない現状です。

17
資料
３－１

10 石川委員 宿泊者数の増加とクルーズ船との関連は。
クルーズ船は宿泊を伴わないオプショナルツアーであり、どちらかと言えばチャーター機の増加に
よる要因が多い。

18
資料
３－１

10 徳永委員 津軽港（七里長浜港）のクルーズ船は効果に入らないのか。 直接的なつながりが薄い現状です。

19
資料
３－１

10 小野委員
事業効果の発現、の観光振興等地域活性化に関する効果において、本バイパスの整備は、クルーズ
船誘致の観点から、五所川原と鯵ヶ沢の観光活性化に大きく寄与すると考える。

ご意見いただきありがとうございます。

20
資料
３－１

10 小野委員
東北でクルーズ船の寄港が多い青森港であるが、寄港時の周遊オプショナル・ツアーを見ると、対
象観光地が青森市周辺と弘前市周辺、奥入瀬・十和田地区に集中している。このため、リピーター
客の多いクルーズ船社からは、新たな観光地発掘が求められている。

ご意見いただきありがとうございます。

21
資料
３－１

10 小野委員
片道１時間半圏がクルーズ船の対象エリアとなることから、本道路の整備は、五所川原と鯵ヶ沢周
辺の観光活性化に大きく寄与するものである。また昨年、私どもが案内したクルーズ船運航会社か
らも、大きな期待が寄せられている。

ご意見いただきありがとうございます。

22
資料
3－2

7 石川委員
webアンケートは都合の良い回答だけ拾っていると受け取られる。警察からも取った方が客観性が
あるので、次行うときは検討していただきたい。

検討します。

23
資料
３－２

7 武藤委員
交差点の立体化などもやっていることを初めて知った。安全対策で良いことなのでもっとＰＲして
欲しい。

整備効果等を把握していく。

24
資料
３－２

9 小笠原委員
開通前後の通学時間帯交通量は思ったほど減ってはいない。スピードを出さない、出せないよう
な、蛇行させる等、取り組みを検討いただきたい。

エリアとしては30㎞規制となっており、ソフト面で言えば地元警察による立哨などの取り組みを
行っている。

25 資料５ － 日引委員
対応方針（案）について、十分効果を発現しているとの事だが、根拠等を一覧に示したほうがよい
のではないか。

発現効果を一覧表で示します。

26 資料６ － 中野委員

災害が頻発化激甚化しているため、５０年確率そのものに疑問がある。仮に５０年を５年にすれば
Ｂ／Ｃも大きくなるのではないか。また、大雨が降る確率も上がっているため、地すべりの切欠が
大雨だとすると、Ｂ／Ｃが大きくなる。地すべりが起きた時の雨量が分かれば、反映できるのでは
ないか。

確率のお話は、地すべり対策事業だけではなく、河川・道路・港湾等の全ての事業にに関係してく
る、全国的な話であると考えてる。東北地整だけでは難しい。本省にも伝えていきたい。
地すべりの切欠は融雪であったり降雨であったりと多様であるが、今後、データが蓄積されれば発
生確率の検討も進んでいくと思っている。現時点での反映は難しい。

27 資料６ － 武藤委員
近年水害が多いので事業自体に非常に意味があるが、事業期間をもっと短く出来ないか。
そのノウハウが次に生かしていけるといい。

地すべり対策事業は、それぞれ対象となる地区の地形や地質、地下水位と外力の関係が異なること
から、調査計画に時間を要することとなる。事業期間短縮は難しい部分もあるが、今までのデータ
や知見を集積することと技術開発により早期に事業完了できるよう努力したい。

28 資料６ 1 日引委員 地すべり防止区域の定義はあるのか。

まずは航空写真等による地形判読で判断し、実際に現地へ行き調査する。調査は専門家の意見も聞
きながら進め、地すべりによる移動が発生する区域を設定する。現在は実際にセスナからのレー
ザー測量を使い１～２年で地すべり地形の調査が可能であるため、豊牧地区での調査を行った時代
からは精度、効率が向上していると考えられる。
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29 資料６ 2 日引委員 平成17年以降は主な災害はないのか。ないのであれば一言入れたほうが分かりやすい。 平成17年以降は軽微なものだけである。一言追記します。

30 資料６ 2 南委員 近年の頻発化・激甚化している大雨の影響はあるか。また、排水のキャパシティはどのくらいか。

地すべり対策事業の発生確率はマニュアル上降雨確率とはなっていないため、降雨の激甚化につい
ては今のところ考慮していない。地すべり対策施設は地下水位をどこまで低下させるかという点で
設計を行っており、降雨量と地下水位との関係性は今のところ技術的に難しい部分がある。なお豊
牧地区では平成30年に豪雨を経験したが、地すべりによる被害は発生しなかった。

31 資料６ 2 南委員 台風１９号等の大雨の影響はなかったのか。
平成３０年に局地的な大雨で200㎜～300㎜の降雨があったが、地すべりによる被害は確認され
ていない。

32 資料６ 5 日引委員
地盤伸縮計について、事業完了後の変動は概ね０が継続となっているが、今後降雪量等が増えれば
変動するのか。

今後の降水量や融雪量と地下水、それと地すべり対策施設による地下水の排水量との関係となる。
単純に降水量が増加しても地下水位が低い状況が保たれれば地すべりによる移動は発生しないと考
えられるが、降水量と地下水位の相関関係は現時点では掴み切れていない。管理は山形県に移管し
ているが、今後調査して行く中で見えてくる部分もあると考える。

33 資料６ 5 中野委員
今後の管理は山形県が行うとのことだが、「地すべり対策事業の結果、災害が起こらなかった。」
といえるのは、データを取っていないと証明ができない。可能な範囲で実施していただきたい。

今後は、大蔵村豊牧地区住民、山形県とともに地盤の変動状況、集水井の水位、集排水状況など情
報共有を図る。

34 資料６ 5 中野委員
グラフで最大年間累積変動量の平成１９年と日平均変動量の平成１８年以降、急激に安定している
が、何があったのか理由が分かれば説明していただきたい。

平成19年から平成21年にかけて集水井４基を新規施工しており、それらの効果により変動が収
まったものと考えられる。

35 資料６ 5 中野委員
グラフで平成２６年に変動10mm／年以上あるが、何があったのか。理由が分かれば教えていた
だきたい。

地盤伸縮計に着雪したことで変動の値が生じた。この結果は豊牧地すべり検討委員会に諮り、地盤
の移動による影響ではないことが確認された。

36 資料６ 5 中野委員
事業期間も長く、観測データも古いものがあると思うので、グラフはもっと古いデータから表示い
ただきたい。そうすることでどのような変位ををしてきたかより分かると思う。

観測機器は時代とともに更新され、完了判定に利用している地中伸縮計が設置されたのは平成6～
8年以降である。地中伸縮計設置～H30までの変動量について資料に追記します。

37 資料６ 6 中野委員 地下水の変動状況及び制限効果はどうなっているか。
平成16年から18年に大きな移動が確認されている豊牧ブロックでは、集水井工完成後の平成19
年から地下水位と移動量の低下が確認されている。

38 資料６ 6 髙栁委員

河川事業の豊牧地区直轄地地すべり対策事業について、今後は山形県に移管され同県で管理される
とのことですが、国から都道府県に移管された場合、その後の事業評価委員会のようなものが県レ
ベルで開催され、適切に維持管理がなされているか評価がされる仕組みはあるのでしょうか。

山形県の公共事業評価実施要綱において、維持管理については「対象外」とされているため事業評
価は行っおりませんが、「山形県砂防関係施設機能保全計画」に基づき施設点検等を行い、点検結
果を踏まえボーリング洗浄や水路工の土砂撤去など機能維持に係る日常的な管理を実施しておりま
す。
また、年１回、市町村と公共事業調整会を開催し、地すべり対策施設の維持管理について情報共有
の場を設けております。

39 資料６ 7 小笠原委員 維持管理はどのくらいのサイクルで行うのか。
事後評価上は約5年サイクルで集排水孔の洗浄を行う費用を計上している。なお、過去の実績から
すべての集排水孔が必要ではなく、一部のものだけであると考えている。再ボーリングは地すべり
移動が停止していることから、再度必要になるとは今のところ考えていない。

40 資料６ 8
南委員

小笠原委員
メンテナンスを行ったことによる増額との説明があったが、それで十分なのか。今後のメンテナン
スの対策はどのように考えているか。

今後は山形県で管理していくことになる。再ボーリングによる機能回復は、地すべり移動がまだ大
きい時期の施設で地盤移動のため集水管の目詰まりを生じたと考えている。現在地盤の移動は止
まっているため、再ボーリングの必要はないと考えている。ただ、孔内洗浄は必要になると考えら
れるので、その維持経費は計上している。すでに山形県へ施設は移管しているので今後の維持管理
は山形県が行うこととなる。

41 資料９ 1 中野委員 釜房ダムの水質に影響していないか。
公園から釜房ダムに流入する箇所の水質調査を毎年実施しており、水質環境基準を満足しているこ
とから、公園による釜房ダムの水質への影響はないと考えています。

42 資料９ 7 武藤委員
来場者数のカウント方法、維持管理の収支の関係について教えてほしい。
また、東北ディスティネーションキャンペーンに向けて、積極的にPRしていただきたい。

来園者数は、入場時にカウントしています。また、公園の管理費用は年間約８億円、入園料は受益
者負担として利用者に一定の利用料金を負担頂いており、年によって変動はありますが、入園料収
入は年間１億数千万円となっています。
また、東北ディスティネーションキャンペーンとの連携については、ＰＲ方法等も含め、今後検討
していきたいと考えております。
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43 資料９ 7 小笠原委員 目標入園者数はあるのか。
目標入園者数は定めていませんが、公園利用者数は、年間70万人代後半で推移しており、まずは
前年度以上の利用者数を確保していきたいと考えています。

44 資料９ 9 日引委員 各地区のサンプル数を入れたほうがよいのではないか。 公園利用者満足度調査に各地区のサンプル数を記入します。

45 資料９ 10 南委員 メンテナンス費用は見込んでＢ／Ｃを算出しているのか。 費用便益分析で用いた費用（Ｃ）の中には、施設の維持修繕にかかる費用も含まれています。

46 資料９ 10 小笠原委員 公園の入園料は有料か。維持管理費と入園料収入はどのくらいか。
公園の入園料は有料（大人４５０円）ですが、１５歳未満は無料です。また、公園の管理費用は年
間約８億円、入園料は受益者負担として利用者に一定の利用料金を負担頂いており、入園料収入は
年間１億数千万円となっています。

47 資料９ 10 小笠原委員
維持管理費８億円は少し高い気がする。何を目的に事業を実施しているかを明確化するとともに、
小中学校への誘致などリピーター確保に取り組んでしてほしい。

維持管理費の縮減とともに、事業目的に理解が得られるよう努めます。学校利用も含め、今度とも
多くの方にご利用頂けるよう利用促進に取り組んでまります。
（南東北地方の公園緑地の重要な核として、東北らしい風土と文化を踏まえ、多様なレクリエー
ション需要に対応すること等の事業目的を資料に記載。）

48 資料９ 10 中野委員
規模が大きいため、維持管理が大変だと思われる。このままこの規模を維持していくか、選択と集
中を行って縮小していくか検討いただければと思う。

維持管理費の縮減に努めつつ、利用状況を踏まえた管理運営を検討していきたいと考えています。

49 資料９ 12 小野委員
古民家などもっと活用できればいいのではないか。これだけのスケールですので、活用方法を色々
考えればよりよいものになると思う。

古民家をカフェとして活用頂く取り組みも行っていますが、地域と連携して、様々な活用方法を考
えていきたいと思います。

50 資料９ 12 中野委員 インバウンドの取り組みなど、多くの方に利用いただくよう工夫して下さい。 インバウンド需要も取り込めるよう、引き続き検討していきたいと考えています。

51 資料９ 17 日引委員 この場所はなぜ防災拠点となったのか。
山形と仙台の中間に位置し、また高速道路のＩＣも近くにあり、バックアップ拠点として機能しや
すい立地にあること、災害対策車両の集結地や物資の集結地など、広大なオープンスペースが確保
できることが理由に挙げられます。

52 資料９ 10 徳永委員
資料９、P10　B/Cの主な増減理由で，実公園利用者の6%増にともなう便益の増としているが，
便益計算は圏域需要推計人員（減）で行っているのではないか。前回評価時でもモデル推計人員と
実利用者数に大きな差（1.3倍）があったわけだが，それを補正した便益となっているのか。

今回は、モデルでの推計人員が53.7万人に対し、実入園者数約77万人（過去5年平均）であるた
め、直接利用価値の約１.4３倍の補正を行っています。前回も、モデルでの推計人員が5５万人に
対し、実入園者数約72万人（H23実績）となっているため、直接利用価値の約1.3倍の補正を
行っています。

53 資料９ 10 小野委員 費用対効果についての分析は従来の手法に基づき行っているということを理解した。 ご意見いただきありがとうございます。

54 資料９ 12 小野委員

事業効果の発現、の観光振興等地域活性化に関する効果を見ると、未だ十分に活用されていないと
考える。
例えば、古民家集落での「食」の提供や、公園内で行われる「花のフェスティバル」に合わせた花
の販売、インバウンド向けの古民家集落等での文化体験といった、コト消費につながる事業が少な
いように感じる。ガイドツアーは行っているようであるが、もっと大規模に行ってもよいと考え
る。インバウンド向けにユニークベニューとしての活用を今後取り入れて頂きたい。

ご指摘の点につきましては、さらなる施設の利活用をして頂けるよう、今後検討していきたいと考
えています。

55 資料９ 別紙 徳永委員

別紙「人口あたり需要曲線」をみていただくと，旅行費用に対してほとんど感度がない（旅行費用
が6分の1になっても需要は1.3倍も増えない）状況には疑問が残る。
また，仙台市より一関市の方が人口あたりの需要が約3倍にもなる点も疑問に思う。競合公園の影
響ということであるが，仙台市民がみちのく公園と同等の魅力のある公園が別にあるとすれば，そ
こを飛び越して一関市からみちのく公園に集中して行っているという設定は納得しがたい。
いずれもマニュアル通りに算出すればこうなるということと思われるので，本省との協議を継続し
て検討してほしい。

みちのく公園の需要に関しては、大規模公園費用対効果分析手法マニュアルに基づき、便益を算出
しており、今回徳永委員から頂いたご指摘については、本省に検討を要望いたします。


