
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２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２年１０月３０日（金曜日） 

    １５：００～１７：００ 

場 所：仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室）（Ｗｅｂ併用） 
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１．開 会 午後３時０１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：徳永幸之委員 

・委員長代理：石川雅美委員 

 【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：石川 雅美委員 

  ・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：加藤 雅也委員、日引 聡委員 

  ・道路事業：黒田 三佳委員、南 正昭委員、武藤 正子委員 

  ・港湾事業：小野 晋委員、髙栁 文子委員 

４．審 議 

○徳永委員長 それでは、審議に入ります。 

  説明はポイントを押さえて、効率的な議事進行にご協力いただければと思います。 

  まず、道路事業の審議でございますが、道路事業は５事業４件の審議をいたします。昨年度

のメンバーで事業選定ワーキングが行われていますので、選定結果につきまして石川委員か

らご報告をお願いしたいと思います。 

○石川委員 道路事業の選定理由について申し上げます。 

  道路事業ワーキングを１０月８日に開催いたしましたので、選定結果を報告いたします。 

  今回の再評価の対象である道路事業５事業４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、事業全体や残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえ、事業計画の変

更による事業費の増額要因より、一体評価で行う日本海沿岸東北自動車道酒田みなと～遊佐

間及び一般国道７号遊佐象潟道路の２事業を重点審議事業、残り３事業を要点審議事業に選

定いたしました。 

  以上です。 

○徳永委員長 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、今回の審議事業（重点・要点）について、資料１の
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一覧表に基づいた概要説明と資料２の再評価の効率化判定についての説明を続けてお願いい

たします。 

◆道路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】 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  個別案件につきましてはこの後審議いたしますけれども、ただいまのところで何かご質問、

確認等ございますか。大丈夫でしょうか。 

  それでは、まず重点審議案件でございますが、一体評価をすることになっております日本海

沿岸東北自動車道の説明のほうを簡潔に説明をお願いできればと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 ◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

 ・日本海沿岸東北自動車道酒田～由利本荘 

 【上記について、酒田河川国道事務所長から資料４－１により説明】 

○徳永委員長 説明のほう、ありがとうございました。 

  ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問ございますでしょうか。南委員、よろしくお

願いします。 

○南委員 資料の中で災害時のリダンダンシーの確保について記載されています。これについて

は費用便益の中には入っていないということでよろしかったでしょうか。特にリダンダンシ

ーに関しては費用あるいは評価について定量的には特に示していないということでよろしか

ったでしょうか。 

○道路計画第一課長 今、南委員からご指摘いただきましたとおり、３大便益ということに入っ

ておりませんので、こちらについては数値としてリダンダンシーの効果に伴いまして便益と

いうことで計上しているものではございません。 

○南委員 資料の３ページのところにあります、７号のところが事故が多く通行止めの件数が多

くなっていますけれども、その迂回路として挙げている所用時間が２．２倍の１０８号３４

４号というのも、災害が起こるような状況下においては非常に脆弱じゃないかと思われます。

これは県道になるでしょうか。ですから、非常にこのリダンダンシー、災害の回避という視

点から見てもこの事業というのが有効になると思います。この迂回路の脆弱性という問題も
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同時に考えければならないという印象です。よろしくお願いいたします。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  ちょっと途中音声が途切れて聞きづらかったんですが、大体趣旨は伝わったかなと思うんで

すけれども、事務局のほうでいかがでしょうか。 

○道路計画第一課長 今ご指摘いただきましたとおりでございまして、国道の３４４号、それか

ら１０８号というのは、それぞれ山形県、それから秋田県のほうで管理いただいている国道

になってございます。こちら、国が管理しているのか県が管理しているのかということで違

いはございますけれども、３４４号、それから１０８号につきまして、山の中を通っている

ということで、国道７号と比べまして災害のリスクが大きいというところはもちろんござい

ますので、そういった点というのを踏まえてリダンダンシーの確保というところで今回の日

沿道というところで整備をさせてもらっているところでございます。そちらの効果というと

ころが、より脆弱なところを避けられるというところでお示しさせていただいているもので

ございます。 

○南委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 費用便益の計算の中に入ってこないわけですが、東北地方においてはこのような

観点で非常に重要な道路が多いというところで、その辺の表現をどう表現していくかという

ことでもあろうかと思いますので、事業評価とはちょっと別になるのかもしれませんが、そ

ういう積極的な広報といいますか、そういうところでつなげていっていただければと思いま

す。 

  そのほか、いかがでしょうか。では、小野委員、よろしくお願いします。 

○小野委員 東経連、小野でございます。 

  ただいまのお話とちょっとかぶるのかもしれませんけれども、Ｂ／Ｃになかなか入ってこな

い部分で、私どもの調査でも、今回出ていますけれども新潟の航空機産業の件は私も調査し

ていたんですけれども、山形、秋田ということで、それもやはり実際にこちらのメーカーさ

んに伺いますと、日沿道の整備を見越してかなり立地をされております。そういう面からも、

産業という投資ストック効果の面からも、大変重要な路線だと思っています。Ｂ／Ｃは下が

っていますけれども、大変重要な路線だと思っています。 

  あわせて、観光の面でも、クルーズ船なんですけれども、今クルーズ船は少しコロナで停滞

していますけれども、酒田港に入るクルーズ船が秋田の仁賀保と連携という話が具体的に進

んでいたところだったんですけれども、そういう面でもこの道路は大変重要な道路だと思っ
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ております。 

  そういうことで、産業、観光の面から見ても、この道路はＢ／Ｃという、現在のこの低くな

りましたけれども、大変重要な路線だということはしっかり位置づけていただきたいなと思

います。 

  以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。武藤委員、どうぞ。 

○武藤委員 失礼します。今の観光に関わる、クルーズ船に関わることで、関連があってお話し

させていただきたいんですけれども、それこそ昨年観光統計調査をされたときに、東北地域

の魅力というものに関して大変注目度が海外からも高いというご評価をいただいて、ちょう

ど併せて来年度には東北デスティネーションキャンペーンも行われるという契機でございま

した。ということは、結局、東北圏内をいかに移動できるか、周遊できるかというところが、

先ほど言った魅力が定着するかしないかの本当に分かれ目だと思われますので、それこそ小

野委員もおっしゃっていたように、この道路が整備されることによって、秋田と山形、そし

て宮城までつながる、ここが大変利便性のいいものになってくると思われるので、ぜひぜひ、

南先生もおっしゃっていたように、便益になかなか出てこないんですけれども、もしよろし

ければそういった人の流れ、動きについても、費用便益のほうに反映されるようなことが今

後あれば、東北にとってはその道路に関する数字をもっともっと見れるものではないかと思

われるのですが。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  なかなかそういう便益を数字の中に盛り込めるかどうかというところは、全国的な問題もあ

りますのでこの東北だけでというわけにはいかないので、そのあたりはまた機会があれば働

きかけていくということが必要だと思いますので、またよろしくお願いしたいと思いますが、

事務局から何かありますか。 

○道路計画第一課長 今、委員長のほうからお話しいただきましたとおり、数値化がなかなかで

きないというところもございますけれども、事業の必要性としまして、先ほどお話しいただ

きましたとおり、産業の面だったり観光の面だったり、この道路が出来上がった後、どうい

う使われ方が見込まれているか、どういう期待があるかというところを踏まえて、我々、事

業を進めていきたいと考えてございますので、そちらにつきましては丁寧に事業の必要性と

いうところで東北地方整備局としましても皆様にお示しすることができればと考えてござい

ます。 
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○徳永委員長 あわせて、やはりこういう効果を最大限発揮していくためには、やっぱり地元の

方々が積極的に使っていただく、それを生かした戦略を立てていただくということが重要な

ので、そのためにも事前の予定も含めて、これが整備されればこういうこともできるように

なるよというようなことを積極的に地元にお示ししていただいて、地元と一緒になって盛り

上げていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  石川先生、どうぞ。 

○石川委員 石川です。ちょっと違う観点からなんですけれども、資料の８ページなんですけれ

ども、ここの左側の写真の赤い線が新しく造る道路の路線予定図だと思うんですけれども、

これと並行するように、ちょっとクロスする形で既存の道路が走っていますよね。ここの既

存の道路を造ったとき、あるいは現状で、少し沈下するとか、地盤があまりよくないがため

に道路を造るときに何か問題になったとか、その既存の道路について何か異常とか問題とか

はなかったんでしょうか。 

○酒田河川国道事務所長 今このクロスしている道路でございますけれども、これはかなり低い、

ほぼ水田と同じぐらいの高さの道路ということでございまして、今回、高規格道路は７～８

メートルぐらいの盛土でいくという状況でして、この道路に対する影響というのはまずなか

ったです。あと、今回、この水田部につきましては、もともと事前の調査で軟弱な層がある

ということは分かってございましたので、ある程度、緩速載荷盛土ということで沈下を考慮

したような施工をやっておりますので、周辺に対する影響というところも、大きくそういう

ことは出ているということはなかったということでございます。ある程度、そういう調査を

した上でやらせていただきました。 

○石川委員 ありがとうございます。 

  ８メートル盛るのでしょうか、この道路はかなり高い盛土になりますよね。 

○酒田河川国道事務所長 橋があるところと、あと橋を過ぎたところで、高さはまた５メートル

ぐらいまで下がるところもございますけれども、基本的には高規格な道路でございますので、

全て交差道路は立体交差しなければいけないものですから、ある程度の高さというのは必要

になってくるということでございます。 

○石川委員 そうすると、下から何メートルぐらいが改良土で、上のほうは流用する砂質土を使

うということになるんですか。 

○酒田河川国道事務所長 この右側の改良土等の写真は、今、水田部のさらに先のこれから盛る

ところというところになりますので、この写真でいいますと、砂丘を過ぎてからの区間とい
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うことになります。７ページでいいますと、この写真を見ているところが酒田みなとから遊

佐比子の間の、間もなく開通をする区間でございますけれども、今回ご説明させていただい

ているのは、その先の比子から遊佐鳥海までのこの区間についての盛土について河川のこう

いう土を使うということで、おっしゃるように、ある程度路体盛土ということでベースのと

ころにそういうものを使っていくというような形でございます。 

○石川委員 これは、当初設計よりもこの改良することによって単位重量がどれぐらい大きくな

るかとかは検討されているんですか。地盤がかなり厳しいというか弱い感じなので、ちょっ

とした単位重量の増加で少し下がったりとか、そういうことが少し心配なんですけれども。 

○酒田河川国道事務所長 今回盛るところは、写真がないんですが、水田部ではなくて砂丘部と

いうことで、基礎地盤はある程度硬いところに持っていくという形になります。 

○石川委員 分かりました。ありがとうございます。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

  では、私からちょっと１点なんですが、その次の１０ページ、１１ページぐらいですかね。

今回、植え付けを増やすということになるわけですが、これは当然、成長してくれば間引い

ていくというような管理が必要になってくるということだと思うんですけれども、そのあた

りの管理が、その隣といいますか、道路以外のところと連携してしっかりうまく管理されて

いくんだろうかというあたりがちょっと心配なところではあるんですが、その点はいかがで

しょうか。 

○酒田河川国道事務所長 おっしゃるように松の管理は成長とともに間引いていくということで、

基本的には７年サイクルぐらいで、植えてから７年ぐらいたって一度間引いてという形でや

らせていただくということで、あと、この周辺はもともとクロマツを保護する団体の皆さん

がいろんな活動をされておりますので、学習林活動とかでも活用されておりますので、この

事業を進めるに当たっても、そういう団体の皆様と連携させていただきながら進めてきてお

りますので、今後の管理につきましても、そういう皆様と連携して進めていきたいと思って

ございます。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  そのほか、いかがでしょうか。黒田委員、よろしくお願いします。 

○黒田委員 黒田三佳です。よろしくお願いいたします。 

  ちょっと観点がずれてしまうかもしれませんが、私自身、森林を所有したりして、そういう

ＳＤＧｓ的な観点から持続可能な社会をということにすごく、大変アンテナを高くしている
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んですが、こちらの道路を造るに当たってもＳＤＧｓ的に持続可能な社会という観点から造

る責任、使う責任とか、あと緑を守ろうとか、そういう観点からも便益の点で何か評価項目

とか、そういうものを今後作ることを考えていらっしゃるのかという点が１点。 

  それと、もう一つ、なぜクロマツにしたのかという理由が、もし分かりましたら教えていた

だければと思います。 

  以上です。 

○徳永委員長 では、事務局、よろしくお願いします。 

○道路計画第一課長 １点目のご質問いただいたところでございます。今回のクロマツ、伐採に

伴う新たな植え付け等をしているところについて、ちゃんとＳＤＧｓ等の観点から便益にの

せないのかとかということでございますけれども、こちらにつきましては、ちょっとまだ今

の段階では便益等を積めるのかというところで、マニュアルには今反映されてはいないとこ

ろでございまして、そういったご指摘いただいた観点も、今後、事業を進めていくに当たり

ましてはこういうことも考慮していますということで、機会を捉まえてご説明をさせていた

だければと思います。 

○酒田河川国道事務所長 続きまして、クロマツを採用したのはなぜかということでございます

けれども、この周辺全体は防砂林ということでクロマツが歴史的に植林されている地域であ

るというところで、今回の事業がその一部を伐採することになったということで、その防砂

林を復元するということで盛土にクロマツ林を植えているというところでございます。 

  あと、併せてなんですけれども、７ページのところをちょっとご覧になっていただきたいん

ですが、今現在開通している酒田みなとインターまでの通称山形道と言っている区間、もう

開通済みの区間でございますけれども、こちらのほうにつきましても開通に合わせて盛土法

面のほうにクロマツを植林して、そういうような形で防砂機能を持たせているということで、

その連続性というところも併せてクロマツを植林するということで進めているところでござ

います。 

○黒田委員 ありがとうございました。 

○徳永委員長 はい、小笠原委員どうぞ。 

○小笠原委員 資料の１３ページになるんですけれども、地盤状況で隣接事業箇所の地質調査結

果を引用しているということなんですけれども、この場合、どの程度その隣接箇所になるん

でしょうか。どういったところを参考にされたのか、もし分かれば教えていただきたいんで

すけれども。 
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○秋田河川国道事務所長 １２ページをご覧ください。 

  この遊佐象潟道路に象潟インターチェンジとございます。この既供用区間で象潟インターか

ら北側の区間、金浦区間というところが既に開通しておりますが、ここのところで測った直

近の地盤データを参考に今回のこの遊佐象潟道路の対象区間を想定していたという形になっ

ておりまして、実際この区間で細かな調査ができていなかった、できていなかったといいま

すか、道路事業の性格上、用地買収ができませんと詳細な調査ができませんので、この既供

用区間の直近のデータを流用したという形でございます。 

○小笠原委員 その同じ道路の延長線上のデータを利用したということでしょうか。 

○秋田河川国道事務所長 はい、そうなります。 

○小笠原委員 そういった場合、１３ページで見ると、等高線から見るとちょっと高いところを

走るような感じで計画されているんですけれども、そういった高さとかは考慮されていたん

でしょうか。 

○秋田河川国道事務所長 申し訳ございません、１３ページの当初計画の現地盤線のことでしょ

うか。 

○小笠原委員 そうです。右上にある等高線みたいな図がありますよね。 

○秋田河川国道事務所長 一般的には計画対象路線となるところのこういった地形図等につきま

しては、用地の測量をしながら現状の高さについては改めて測量し直していくという形にな

りますので、測量の段階でこういった細かな等高線が入った現地盤線の図面は作成すること

はできますが、その計画線内の地盤の中、つまり土の中の状況までは細かくボーリング調査

ができないものですから、既存のデータや先ほどお話ししました調査結果を引用しながら、

推定地盤線というような形で引くというような作業で進めているのが一般的でございます。 

○小笠原委員 等高線の話というよりは、そういったそこの計画するところの土地がほかのとこ

ろよりも高いということが見て分かると思うんですけれども、そういった高さを考慮してほ

かの隣接の箇所から引用していると考えていいんでしょうか。 

○秋田河川国道事務所長 委員がおっしゃるとおり、確かにこの当初計画を見ても、軟岩から土

砂層のアップダウンについてが結構変異が大きく出ているというのはお話のとおりでござい

まして、地表面がこれだけアップダウンがあって、軟岩線が平行ではないかという今ご指摘

だと思うんですけれども、そういった精度は確かに非常に当初の段階では粗かったというの

はご指摘のとおりだと思いますが、我々の既存の形でこれまでの造ってきた道路から推定し

ますと、この地域につきますと、この地表面の高さの違いをこの軟岩線の地下の部分まで極
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端に反映することが当初はされていなかったという形でございます。 

○小笠原委員 分かりました。 

○徳永委員長 よろしいでしょうか。恐らくすぐ隣の区間だとしてもやっぱり条件はいろいろ違

うので、単純にその条件をそのまま持ってくることはできないわけですから、そのあたり、

よりその精度を高めるような経験値といいますか、それを積み上げて、より精度の高い事前

予測といいますか、そういうものをやっていただければということかと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  そのほか、石川委員どうぞ。 

○石川委員 これに関連して１４ページのところなんですけれども、中硬岩が出てきてブレーカ

ーじゃないと掘削できないということになったということなんですけれども、サイクルタイ

ムがかなり長くなり、施工が大変になってきて時間もかかると思うんですけれども、工期の

延長はないと仮定しているということですか。 

○秋田河川国道事務所長 この算出しました金額の単価の中には、今委員がおっしゃったような

労務費の割増、それから機械の損料というものが入っております。その中でトータル的には

人力のほうの部分が多く入ってきていますので時間が長くなるという概念は加味されている

とは思いますけれども、明確にそのサイクルタイムが長くなることが金額に反映されている

という形ではないという形でございます。 

○石川委員 あともう１点なんですけれども、中硬岩のところは多分シーファイがもっといい値

が出てくるので、この法面の勾配はもう少し急勾配でもいけるのかと思って、そうすると大

分金額、こんなに上げなくても少し節約できるんじゃないかなと。その辺の設計変更等をご

検討されたのかなということをお伺いしました。 

  以上です。 

○秋田河川国道事務所長 ご指摘のとおりなんですが、ただ、この一連の作業の構成上、軟岩の

ところまで変更の後の部分から残り真下に例えば１メートル強あるところを勾配を１．５か

ら１．２、あるいは０．７５に変えていくというのが施工上は非常に難しくて、今こういっ

た形の数量の形にはなっています。ただ、委員からそういうご指摘がございました。ですの

で、今後まだ施工していく箇所がございますので、そういったことが取り組めるか、その中

硬岩の深さにきっと大きく影響するところも出てくると思っておりまして、その作業の効率

性と併せて議論させていただきたいと思っております。 

○石川委員 お願いします。 
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○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

  大分時間もかけて議論いただいたところですが、よろしければ、対応方針についてですが原

案のとおり継続ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  それでは、次、要点事業の審議のほうでございます。 

  こちらにつきましては、先に一覧表で説明いただいておりますので、直接ご意見、ご質問を

お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  それでは、特にご意見ないようですので、こちらにつきましても原案どおり継続ということ

でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

   

それでは、次に、公園事業のほうに入りたいと思います。 

  ちょっと入替えがございますが、公園事業につきましては国営追悼・祈念施設整備事業（福

島県双葉郡浪江町）の１件でございます。１件ということで、これを重点審議案件として審

議いたします。 

  事務局のほうで準備ができましたらご説明のほうをよろしくお願いいたします。 

◆公園事業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】 

◆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（福島県双葉郡浪江町） 

 【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】 

○徳永委員長 それでは、ご質疑のほうをよろしくお願いします。髙柳委員、どうぞ。 

○髙栁委員 髙栁と申します。よろしくお願いします。 

  まず、事業の必要性については、やはり犠牲者へお祈りするという鎮魂というところで必要

なものだと思っているんですけれども、ちょっと具体的な細かいところを教えていただけれ

ばと思います。 

  資料の用地買収のところなんですけれども、用地補償費が今回増加したというところなんで

すけれども、これは今公園の用地となっている部分の用地買収は今回で全部終了したという

ことでよろしいでしょうか。 

○東北国営公園事務所長 まだこれから交渉予定のところもありますけれども、今回見込んだ分

で用地買収が完了するということでございます。 

○髙栁委員 全部用地買収が完了する見込みの費用が今回の１１．８億円ということですか。 
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○東北国営公園事務所長 はい、そのとおりでございます。 

○髙栁委員 ありがとうございます。 

  あと、もう１点よろしいでしょうか。２ページ目のところに、左上のところなんですけれど

も、概要が書いておりまして、圏域需要推計人数というところが約２８万人というのは、こ

れは公園を訪問するお客さんが約２８万ということでよろしいですか。 

○東北国営公園事務所長 はい、さようでございます。ただ、都市公園の事業評価のマニュアル

で、一般的な都市公園として評価した場合、約２８万人という需要でございますので、今回

のように追悼・鎮魂とか震災伝承といった事業の目的に対しての需要ではなくて、あくまで

マニュアルに基づいて、一般的にこれぐらいの面積で普通の公園を造ったらこれぐらいの需

要があるという想定となっております。 

○髙栁委員 そうすると、費用便益分析のところの便益のところには、直接利用価値のところと

いうのは、お客さんの数というところは反映されていないんですかね。 

○東北国営公園事務所長 いや、反映をされておりまして、ざっくりとこの約２８万人の方が来

る分が直接利用価値になっているというものでございます。 

○髙栁委員 じゃあ、便益のところの算定のところは約２８万人で算定されているということで

すかね。 

○東北国営公園事務所長 はい。 

○髙栁委員 そうすると、祈念公園の見込みの訪問者数というデータというのは特に存在してい

ないので、一般的な公園のデータを使っているということでよろしいでしょうか。 

○東北国営公園事務所長 はい、そのとおりでございます。 

○髙栁委員 分かりました。ありがとうございます。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。はい、中野委員どうぞ。 

○中野委員 先ほどのご指摘とも関連するんですが、岩手県とか宮城県、先行している復興祈念

公園のほうの来場者みたいな部分はどうなんでしょうか。今言った需要推計人数を考えるに

当たって、こういう追悼祈念公園みたいな事例が幾つかあるわけですよね。 

○東北国営公園事務所長 岩手県ですけれども、陸前高田で高田松原津波復興祈念公園が昨年９

月２２日に開園をしておりまして、国営追悼・祈念施設につきましては、計画面積１０ヘク

タールのうちまだ２ヘクタールの開園ですので全てというわけじゃないんですけれども、１

年間で約５６万人ほどいらっしゃっていただいておりまして、多くの方が来ていただいてい

るという状況でございます。 
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○中野委員 そういうことでしたら、一般的な都市公園のデータよりは、そういう前例というん

でしょうか、みたいな事例を費用便益に使ってもいいのかなと思いました。 

○東北国営公園事務所長 おっしゃるとおり、データが蓄積されまして、実際、公園が開きまし

たら実人数が出てきますので、その圏域需要人数と実人数の差みたいなものを補正しながら

精度を高めていくということもやっていきたいと思います。 

○中野委員 分かりました。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。武藤委員、どうぞ。 

○武藤委員 武藤でございます。よろしくお願いいたします。 

  今お話のあった直接利用価値、間接利用価値のところにも関連しての質問なんですが、この

いわゆる費用の中に、まだオープンしていないので、広告経費等は今後どこかに反映される

ような状況はございますか。 

○東北国営公園事務所長 費用の中に維持管理費というのを見込んでおりまして、積極的にホー

ムページの作成経費とか広報に係る経費を見込んでいるわけではないんですけれども、維持

管理費自体、福島県の平均的な都市公園の単価ではじいていますので、一応県がやっている

ような一般的な公園のＰＲ費用ぐらいはこの中に入っているという理解でございます。 

○武藤委員 ありがとうございます。直接利用価値のところにそういったものが今後も入ってく

る可能性があるということですか。 

○東北国営公園事務所長 すみません、費用のほうに入っていまして、便益のほうは、あくまで

どれだけ人が来るとか、その公園の存在価値になりますので、直接利用価値には入っており

ません。 

○武藤委員 分かりました。 

  実は、その広告と関係することですが、私、全国ニュースなどで８月、９月、大変多くのニ

ュース報道を皆さんもご覧になられたかもしれませんけれども、いわゆる伝承館がオープン

しただとか、道の駅がオープンしたということをたくさん目にする機会がございました。基

本的には、私のように広告に携わっている人間は、いわゆる費用をかけずにパブリシティが

行われた場合は、それを費用換算して、本来広告にのせていれば全国放送であれば何分何千

万だとかという形で、いわゆるそれだけの価値がある、バリューがあるものを報道いただい

たという形で費用算出をして、そのパブリシティの価値を数値化します。実際の費用支出は

なかったわけですが、事業が行われていることによって生じた価値ですので、今後は費用便

益における参考数値とされた方が良いかと思います。この公園の場合、大変目的価値が高く、
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日本の方々、世界の方々が注目しておられる事業だと思うので、今後も数多く取り上げてい

ただく機会があるものと思いますので、そういったものも今後きちんと数値化しておかれれ

ば、いわゆる費用便益のところで、何万人が来ていただいたという実数の参考数値として、

供用開始までにこれだけのパブリシティ価値が発生しましたということも国民にご理解いた

だけるのではないでしょうか。今後ここのパブリシティの数値化は重要な意味をもってくる

ものと考えます。 

  あと気になりましたのは、直接利用価値のところで、周辺の５公園が、いわゆる競合５公園

が開園したことによって、便益が減したという結論になっていますが、実は周辺に競合する

施設があればあるほど、周遊率が高まり、集客が増えるという傾向を私も携わる観光業界は

導き出しております。施設単独で目的地となることは大変ハードルが高く大変ですが、周辺

に周遊できる競合施設があれば相乗的にお客様を集客できるということになります。ですか

ら、ここの「競合５公園が開園したので減しましたと」という表現は現在の集客動向から言

うと逆かもしれないなと考えましたので、すみません、ちょっとお話をさせていただきまし

た。 

○東北国営公園事務所長 おっしゃるとおり、競合公園でマニュアル上はどうしても便益減には

なるんですけれども、委員ご指摘のとおり、例えば今回新地の公園が開いたりとか相馬の公

園が開いたりということで、相乗効果も十分期待できるということでございますので、いた

だいた意見を参考に、公園の利用促進に努めてまいりたいと思います。ありがとうございま

す。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。石川委員。 

○石川委員 石川です。１３ページなんですけれども、この円筒形の構造物は地下水よりも下に

まだあるんですか。 

○東北国営公園事務所長 ちょうどここの地盤がＴ.Ｐ.５メートルぐらいで、建物はその５メー

トルよりも上にありますので、建物は地下水よりも上にあるということでございます。 

○石川委員 ちょっと気になったのは、河川部さんが樋門とかの管理をされているんですけれど

も、結構１０年とか２０年とかたつとひび割れが出てきたりとかして漏水が起こったりする

ケースがあって、雨が降って、そういう漏水が出てくるとちょっと傷んでくるので、なおか

つ、ここは海に近いので、少し塩分を含んだような浸透水があるとちょっと嫌だなと思って、

だとしたら、設計変更で鉄筋をエポキシ筋に替えるとか、何かそういう対策をしておいたほ

うが今からいいんじゃないかと。あともう一つは、今後、維持管理修繕にそういうひび割れ
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対策みたいなものを入れておいたほうがいいかなという気はします。 

  以上です。 

○東北国営公園事務所長 ありがとうございます。建物の設計は来年度行う予定ですので、いた

だいた意見を参考に、塩害や地下水対策に努めていきたいと思います。ありがとうございま

す。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

  ちょっと私からよろしいですか。今回、かなりの増額、増加ということになっているわけで

すが、それが意外と設計変更といいますか、設計変更といっても公園の構想変更というか、

そういうところに関しての変更に伴って大分増えている部分があるというところで、結果的

にはＢ／Ｃも問題ないので、それでいいということではあるとは思うんですけれども、とは

いえ２倍近くに事業費が膨らんでいるというところで、その設計変更に対して、それがいい

よという意思決定はどのような過程を経てどうされるんだろうかと。そこでＢ／Ｃのチェッ

クもちゃんと入った段階で設計変更がきちんとなされているんだろうかという点はいかがで

しょうか。 

○東北国営公園事務所長 設計につきましては、公園の整備に当たって有識者委員会でいろいろ

な大学の先生や専門家の先生に入っていただいて内容を詰めているところでございます。 

  あと、それをＢ／Ｃとしてチェックしているかというと、その委員会ではそこまで予算等々

をきっちり管理しているわけではありませんが、有識者委員会ではデザイン等々のご了承を

いただいて、事業費もこれぐらい上がりますということも含め、ご了承をいただいたわけで

ございますけれども、評価につきましては、今回の事業評価監視委員会等々の手続も踏まえ

ながら決定していくものかなと考えております。 

○徳永委員長 ただ、こちらの委員会のタイミングとしては、もうそういう設計変更が終わって、

もう走り出している、その段階での事後的なチェックという形になってしまうので、そうい

う意味で、小さく産んで大きく太らせるというようなことでの批判というのも、やはりこう

いう公共事業についてはあると思うので、その辺をしっかりチェックしながらやっているん

だという、その担保はどこで取れるのかなということなんですけれども。 

○東北国営公園事務所長 確かにおっしゃるところは分かるのですが。 

○徳永委員長 今回は結果的にＢ／Ｃ的には問題ないということなのでいいんですけれども、い

ずれ何かこういう形、特にかなり大幅な変更がされているわけですので、それがノーチェッ

クでいけちゃうのかと。それの結果としてＢ／Ｃも逆に１を割ってしまったとか、それが事
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後的に出てきた場合どうするんだというところがちょっと、この事業でということではない

んですが、気になってしまったので。よろしいでしょうか。 

  そのほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

○南委員 通常の公園に関する事業評価のような形で進められているということで、Ｂ／Ｃにつ

いて１を満たしているということでよろしいかと思います。ただ、この公園の持っている意

義等について、資料の６ページ、７ページに書かれているところの事業の必要性の中で、事

実を伝えること、教訓を引き継いでいくこと、縁（よすが）をつなぐというような、伝承活

動への貢献、教育等も記載されております。こういうものへの効果というのはなかなか見え

ないところがあります。Ｂ／Ｃの中には入れにくいのかもしれませんけれども、事業の必要

性について書いてあることですから、それに対してどういう効果があるのかということを記

載していくようなことはお願いできたらと思います。 

  陸前高田にある伝承館、そしてその周りの祈念公園、まだ整備中ではございますけれども、

たくさんの人が訪れて、そして学校教育とも連動しながら、教訓の伝承、次世代への学びに

ついて大きな効果をもたらしているところがございますので、そうした役割、果たすべき役

割についてどうか記載していってほしいと思いますのでお願いいたします。やがてはＢ／Ｃ

の中にそういうものも入っていくのかもしれませんが、現状で難しいということだと思いま

す。 

  以上です。 

○東北国営公園事務所長 委員ご指摘のとおり、今回の便益の中に、追悼の価値とか伝承の価値

とか復興の情報発信みたいな価値といったものが入っていないというのは事実でございます

ので、そういったものも今後事業の中で評価できるように、検討をしてまいりたいと思いま

す。 

○徳永委員長 石川委員、どうぞ。 

○石川委員 １点質問させていただきたいんですけれども、８ページのところに、復興祈念公園

有識者委員会というところでデザインを検討されたということなんですけれども、この委員

会の中に土木技術の専門の方はいらっしゃったんですか。 

○東北国営公園事務所長 東京大学の中井祐先生に入っていただいて、土木の部分の検討をいた

だいてございます。 

○石川委員 ちょっと私も施工とか設計とかやっている中で、こういう環境条件、こういう地盤

条件のところでこれだけの構造物を造るというのはかなり技術的に大変なところがあって、
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そこを考えると、費用等も何となくそうだろうなという費用になってくるのは何となく予測

できるんですけれども、その点の議論みたいなものがあったんでしょうか。 

○東北国営公園事務所長 有識者委員会の中で整備の内容を決めていく中で、例えば土木構造部

で橋梁を追加するときに、例えばこういう橋梁を追加するときどれくらいの予算がかかって、

それが適正かどうかというような検証は委員会の中でもしていただいているところでござい

ます。 

○石川委員 この地下構造物についても同様にされたということですか。 

○東北国営公園事務所長 はい。地下構造物も建築の先生がいますので、そういった中でご議論

いただいているところであります。 

○石川委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 よろしいでしょうか。そのほか、いかがでしょう。 

  それでは、意見がないということであれば、こちらの案件につきましても原案どおり継続と

いうことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  これで審議案件のほうは終了になりますが、先ほどの道路も同じような議論になったんです

が、計測される便益以外にもやはり重要なところがあるので、それを便益の中にも取り込め

るようにというのは、また国全体の中でご議論いただきたいということと、それから、その

一方で、地域に対してとか世間に対して、しっかりそういう効果があるということを積極的

にＰＲしていただければということと、さらに、それを本当に生かせるかどうかというのは

地元の頑張り次第というところもありますので、そういう意味で地元としっかり連携を取っ

て、この想定した便益がきちんと発揮できるようにやっていただければと思います。 

 

５．報 告 

○徳永委員長 それでは、報告のほうに移らせていただきます。 

  河川事業の報告ということでございますが、ご説明のほうをよろしくお願いいたします。 

 ◆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９により説明】 

○徳永委員長 どうもありがとうございました。 

  何かご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、質問等ないようですので、河川の報告のほうは以上で終わりとなります。 
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  それでは、審議結果の取りまとめを行いますので、その取りまとめを行う間、５分ほど休憩

をいただきたいと思います。５０分頃再開ということでよろしいでしょうか。 

午後４時４５分 休憩 

午後４時５０分 再開 

○徳永委員長 私の時計でそろそろ５０分になるので、再開させていただきます。 

  それでは、本日の開催結果のまとめについて確認をいたします。事務局から説明のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

○司会（震災対策調整官） ただいま配付いたしました、また、Ｗｅｂで参加の委員の皆様には

今画面上で大変申し訳ございませんが映し出してございます、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、令和２年度第１回委員会を令和２年１０月３０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 

    ●一般国道４号 水沢東バイパス 

    ●一般国道４６号 盛岡西バイパス 

    ●一般国道４号 大衡道路 

    ●一般国道７号 遊佐象潟道路 

    ●日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐 

     上記５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（福島県双葉郡浪江町） 

     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 

     鳴瀬川総合開発事業 
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     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。 

○徳永委員長 ということでございますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、審議結果へ記載する内容は、基本的に対応方針を認めるための条件を記載するこ

とにして、委員の皆様からいただいた提言、指摘、たくさんいただいたわけですが、そちら

については議事録の中にしっかり残していただきたいと思います。 

  議事概要については以上でございます。ありがとうございました。 

  それでは、司会を事務局のほうにお戻ししますので、よろしくお願いします。 

 

６．閉会挨拶 

○司会（震災対策調整官） 長時間の審議、大変ご苦労さまでございました。 

  それでは、以上をもちまして令和２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。 

  なお、次回、第２回委員会を１２月に予定してございますので、委員の皆様方にはご出席い

ただけますようお願い申し上げます。 

  本日は大変ありがとうございました。 

午後４時５３分 閉会 

 


