
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和２年１２月１８日（金曜日） 

    １３：２９～１５：２７ 

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１時２９分 開会 

２．開会挨拶 

３．審 議 

○徳永委員長 それでは、次第に従いまして進行させていただきます。 

  まず、３番の審議でございますが、時間も限られているということで、効率的な議事進行に

ご協力いただければということで、説明はポイントを押さえてご説明いただければと思いま

す。 

  初めに、道路事業の審議でございますが、道路事業は９事業５件の審議をいたします。事業

選定ワーキングが行われておりますので、選定結果につきまして石川委員からご報告をお願

いいたします。 

○石川委員 選定理由について申し上げます。 

  道路事業ワーキングを１１月１９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９事業５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、事業計画の変

更による事業費の増額要因より、一体評価で行う東北中央自動車道新庄～横手間を重点審議

事業、残り４件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、事業担当部から、今回の審議事業について、まず資料１の一覧表に基づいた概要

説明、それから資料２の再評価の効率化判定について、こちら続けて説明をよろしくお願い

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した。 

  それでは、重点審議案件の一体評価での東北中央自動車道新庄～横手の説明をお願いしたい

と思います。ポイントを押さえて、簡潔な説明をお願いできればということで、よろしくお

願いします。 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 
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・東北中央自動車道新庄～横手 

【上記について、山形河川国道事務所長から資料３－１により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から、ご意見、ご質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○石川委員 石川です。１点ご確認させていただきます。 

  ２０ページの横堀道路ですが、写真にあるように大きな転石があって、土留めの鋼矢板が打

ち込めなくて設計変更になるということですけれども、図面を見ると杭基礎になっているの

ですが、杭のほうもこれだけ大きな転石があると打てないのではと思って、杭のほうの設計

変更は要らないのか、杭を打つときの機械等の変更は必要ないんでしょうか。 

○湯沢河川国道事務所長 変更はございませんでした。 

○石川委員 杭を打つときにはあらかじめ、こういった大きな転石があることを想定した機械で

設計、見積もりが入っていたということですか。 

○湯沢河川国道事務所長 杭の深さには、当然のことながら転石があるということは想定してお

りまして、場所打ち杭で施工しております。 

○石川委員 分かりました。支持層より上のところに出てきちゃっているわけですね、転石が。 

○湯沢河川国道事務所長 はい、そういうことになります。 

○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。 

○南委員 １つ、よろしいでしょうか。３ページの冬期の信頼性のことですけれども、このルー

トが通行止めになったときにというようなことが書いてあるところです。この迂回時のルー

トが積雪時に機能するかどうかというと、現道が雪で止まるような状況になると、高い確率

でこの１０８号、４７号も止まることが予想されます。この迂回時という表現がよろしいの

かどうかというのが気になっておりまして、いかにも現道が止まると迂回できるかのような

表現に受け止められるかなということがあります。通常こうやって迂回ルートが示されるわ

けですけれども、今後の課題で結構なのですが、表現を考える必要があるのかもしれないと

いうことです。一意見で結構です。よろしくお願いいたします。 

○道路計画第一課長 ありがとうございました。今回、資料３ページにつきましては、冬期の雪

で迂回が必要ということで資料を示させていただいているところでございますけれども、豪

雨等の災害で土砂災害等が起きまして通行止めになる際も同様でございますので、先生から

いただいた意見も踏まえまして、今後の資料作成を踏まえまして留意していきたいと思いま
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す。ご意見ありがとうございます。 

○徳永委員長 ありがとうございます。こういう災害といいますと、局所的なのか広域なのかに

よっても変わってきますし、それから最近ちょっと気になっているのは、この豪雪で高速道

路が止まってしまうというところで、恐らく下も大変なんだと思うんですけれども、やはり

高速道路が止まったというところが大きく報道されるということで、下手をすればというか、

逆に高速道路のほうが先に止まっちゃう、信頼性が低いんじゃないかというふうにも受け止

められかねないところがあると思うんですね。そういう意味で、限度を超えた雪ということ

であればやむを得ないというところはあるんですけれども、やはりこれだけ毎年のようにど

こかでそういうことが報道されてしまうということになってきますと、もう少しそういうと

きでも閉じ込められないような救出方法であるとか運用の仕方であるとか、そのあたり、し

っかり研究しておいていただかないと、国民、利用者に対して信頼性の高いネットワークだ

ということも言えなくなってしまう危険性があるので、そのあたり少しご検討いただければ

ありがたいのかなと思っております。今回のこの案件にということではないんですけれども。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

○髙栁委員 髙栁と申します。よろしくお願いします。 

  すみません、今のと関連して同じところなんですけれども、資料の３ページの速達性の向上

というところで、新庄市から湯沢市のところで、通常期、冬期、それぞれ７分短縮、９分短

縮、そして広域迂回の解消というところで、交通止めになった場合の整備後の場合だと時間

短縮で６割減少とあるんですけれども、こちらのコストベネフィット分析のベネフィットの

ところというのが恐らく２６ページの事業の投資効果のベネフィットのところの金額のどこ

かに入っていると思うんですけれども、この時間短縮のベネフィットって、この件でいうと

大体幾らぐらいで算定されているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。 

○徳永委員長 事務局、いかがでしょうか。すぐ回答できますでしょうか。 

○山形河川国道事務所長 迂回の時間短縮というよりは、単純に現道と今回整備した道路と比較

し、速達性が向上する分の差分で便益というのを出しているという理解でございまして、そ

の広域的な迂回の分というのは算出対象にはなってません。 

○髙栁委員 ありがとうございます。そうすると、迂回のほうは算定の基礎には入っていなくて、

通常の場合の速達性の向上というところが算定の対象になっていると。 

○山形河川国道事務所長 そういう理解でいただければと思います。 

○髙栁委員 分かりました。ありがとうございます。 
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  あともう一点よろしいでしょうか。次のページの４ページのところで、これも事業の必要性

ということで部品製造業の連携を支援ということで、今回この高速道路が整備されることで

速達性が向上し、円滑なサプライチェーンの実現を支援できると。右下のところに、企業様

の声ということでヒアリングされた結果があると思うんですけれども、輸送時間が短縮され、

効率的になり、コスト削減というのがあるんですが、これは具体的にじゃあ会社さんのほう

でどのぐらい費用が削減されたとか、そのあたりはヒアリングされていますでしょうか。 

○山形河川国道事務所長 具体的に幾らというところまでは教えていただけていない状況でござ

いますけれども、時間が読めることによって、もう少し丁寧にタイムスケジュールを組むこ

とによって効率化が図られるとか、あとは、この場所に当てはまるかどうか分かりませんけ

れども、１往復だったのが１．５往復とか２往復になることによって、時間短縮以外にも効

果が発揮できているというようなことを教えていただいているということで、定性的ではあ

るという状況でございますけれども。 

○髙栁委員 そうなると、定性的なベネフィットとしてご認識はされているけれども、２６ペー

ジのベネフィットの具体的な数値には反映されていないということでよろしいでしょうか。 

○山形河川国道事務所長 そういう理解でよろしいかと思います。 

○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 ありがとうございます。定時性の話はなかなかどう計測するかというのは難しい

とは思うんですが、事業者さんよりも実は運送会社さんのほうにより大きな効果が出てくる

のかなと思っていまして、要は荷主さん側は時間を設定してそれまでに届けなさいよという

ことなんですが、遅れる危険性があるということであれば運送事業者さんは相当余裕を持っ

ていつも出かけないといけない。届け先の近くで待機して、その時間に届けるというような

ことをやっていて、それがいろんな社会的問題も含めて問題になっているという現状があり

ますので、そういう意味でその定時性が向上する効果というのはもう少しちゃんと計測して

あげてもいいのかなとちょっと思ったりしますので、そのあたりも国全体での動きだと思い

ますが、ちょっと評価の仕方というのも工夫していく必要があるのかなというふうに個人的

には思っているところです。 

  そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  Ｗｅｂ参加の先生方、大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、ほか、意見ないようでございますので、この案件につきまして対応方針原案は妥

当であると認めるいうことといたします。 
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  引き続きまして、要点審議でございます。こちらにつきましては、先ほど一覧表で説明いた

だいておりますので、直接、ご意見、ご質問等をいただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

  事前にワーキング等でご覧いただいていたかとは思うんですが、追加でとか、よろしいでし

ょうか。大丈夫でしょうか。Ｗｅｂ参加の委員の先生方も大丈夫でしょうか。はい、ありが

とうございます。 

  それでは、こちらにつきましても継続ということで、対応方針を認めるということにしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、こちらにつきまし

ても原案どおり認めるということといたします。 

   

引き続きまして、河川事業のほうに移らせていただきます。 

  ちょっと入れ替わりがございますけれども、河川事業につきましては２件審議をいたします。

事業選定ワーキングが行われていますので、選定結果について、中野委員からご報告をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○中野委員 それでは、河川事業の審議事業選定理由ですが、河川事業ワーキングを１１月２４

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河川事業２件について、事業計画等の変化の有無、事業費の増額

及び期間延長の有無や要因、また、全体事業や残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえ、事業計

画の変更による事業費の増額要因より、月山地区直轄地すべり対策事業を重点審議事業、最

上川水系直轄砂防事業を要点審議事業に選定いたしました。 

  私からは以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。それでは、事業担当部から今回の審議案件につきまして、

資料の６の一覧表に基づいて概要説明をお願いいたします。 

◆河川事業審議案件一覧の説明 

【上記について、河川調査官から資料６により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございます。それでは、重点審議案件であります月山地区直轄地すべ

り対策事業について、説明をポイントを押さえて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 

 ・月山地区直轄地すべり対策事業 

 【上記について、新庄河川事務所長から資料７－１より説明】 
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○徳永委員長 ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご意見、ご質問ございまし

たらよろしくお願いします。石川委員、よろしくお願いします。 

○石川委員 石川です。４ページ目なんですけれども、地すべり防止区域の見直しということで、

今回赤い線で書いたところを特定防止区域と再設定されたということですけれども、たぶん

これ、分水嶺の位置と合っているんじゃないかと思って、適切なご判断だと思います。 

  また、一つ教えてほしいんですけれども、この後の、モデルを作成して計算されていると思

うのですが、７ページのところの下にモデルの絵があるんですけれども、このモデルも分水

嶺を境界条件としてつくり直して評価されているんでしょうか。 

○新庄河川事務所長 これについては、新しい区域、地質調査をした結果、区域が点線のように

広がったということです。こういう地下の構造というのは今回の解析の中で細かく分かって

きているということなので、その調査の結果を踏まえてこの３次元の地下の地下水の共同の

モデル等をつくっておりまして、現在判明したすべり面に対してどこでどういう形でトンネ

ルを抜くと効果的かというのをあわせて検討しているというものなので、新しい調査後の結

果をもってモデルをつくって検討しているものです。 

○石川委員 ありがとうございます。すみません、もう一点、このモデルなんですけれども、地

表面を雨が降って流れてくる水、例えばマニングで計算されるような水と、それとあと地面

の中に入っていって浸透流として扱われる水と、連成して解くという手法でやられているん

でしょうか。分からなければいいです。たぶん、こういう地下水の解析をやるときに、地表

面の部分と、それが地下に入っていって浸透流になっていく、地下水となっていく水を連成

して解かないと、たぶんうまく実態を完全にあらわすのは難しいかなという気がしますが、

お願いします。 

○新庄河川事務所長 はい、当然、地表からの浸透、それから地下の供給など、地下水調査もや

っている部分があって、そこのあたりでキャリブレーションなどをしながらやっているとい

うことなので、地表の部分を入れないとたぶん合わないということで、それも踏まえて、あ

る程度限界はあるとは思いますが、反映させながらやっていくものだと思っておりますので、

戻って確認して参考にしながら進めていきたいと思います。 

○石川委員 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。お願いいたします。 

○髙栁委員 髙栁です。よろしくお願いします。 

  すみません、ちょっとまたベネフィットについてお伺いしたいんですけれども、１３ページ
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の費用対効果分析のところで、左下のほうに総便益の考え方というのが記載されているかと

思います。評価時点を現在価値化の基準点として、地すべり対策事業の整備期間と事業完成

から５０年間までを評価対象期間にして年平均被害軽減期待額を割引率を用いて現在価値化

したものの総和とあるんですけれども、これを拝見しますと、地すべり対策事業の整備期間

においても被害の軽減期待額があるというふうに読めるのですが、この場合、事業完成後に

発生すると想定される被害軽減期待額と同額出ているということでお考えなんでしょうか。

その点ちょっと教えていただければと思います。 

○新庄河川事務所長 地すべりの場合は、整備が終わって完成した時点で効果を発現するという

形になっております。ですから、完成後の５０年間の評価というところに便益が入ってくる

ということで、それを現在価値化するということです。施工中で徐々に上がっていくという、

ブロックごとに評価できる地すべりの場合はそういうやり方もできるんですけれども、ここ

の地すべりの場合は全体整備が終わらないと確実に全部止まるとは言えないということで、

便益はその完成段階で上がるような形になっております。 

○髙栁委員 そうなると、この場合、地すべり対策事業の整備期間はその分ベネフィットがゼロ

ということで想定されているということですよね。 

○河川計画課建設専門官 すみません、確認させていただきます。 

○髙栁委員 ご質問した趣旨というのが便益を前回評価と比べて、全体事業の前回のベネフィッ

ト、総便益が３９９億円で、今回の評価が５７９億円ですごく増えていたので、結局この要

因がその整備期間と事業完成から５０年間のトータルの期間が延びたことによるものなのか

なとちょっと推測をしまして、そうなると整備期間のところにこのベネフィットがのってい

るのかなとちょっと思ったのでお伺いした次第です。 

○徳永委員長 事務局のほう、いかがいたしましょう。すぐに回答は難しいですかね。 

○新庄河川事務所長 すみません、今すぐ分からないので、後ほど整理してご説明させていただ

こうと思います。 

○髙栁委員 はい、よろしくお願いします。 

○徳永委員長 この資料のつくりが事業費の変化とか、そちらのほうは詳しく説明されているん

ですが、ちょっと便益の計算のほうがあまり説明されていなくてちょっと分かりにくいかな

というのは私も思っていたところなんですが、それに関連すると、資料６のほうの費用便益

分析のところの増減要因の書き方なんですが、これも地すべり範囲拡大に伴う被害額の増と

書いてありますが、これ、被害軽減期待額が増加したから便益が上がったと。その一方で費
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用もかさんでいるので、その差引でプラス０．２という解釈でよろしいんですよね。なので、

ちょっとその被害額の増と書かれると、何かちょっと誤解を招きかねない表現だなと思いま

したので、そこもちょっと訂正いただければいいのかなと思いました。 

  そのほか、いかがでしょうか。お願いいたします。 

○黒田委員 黒田三佳です。１０ページのところに関してちょっとお伺いさせてください。 

  私、ちょっと不勉強と、あと専門が全然違うので教えていただきたいのですが、従来型のＶ

Ｐ管をやめ、今後、波形集水管を使うと書いてあります。そして、それは５０年と耐用年数

が長いからそれを使うということになっているんですが、これに限らず、いろいろなところ

で同じことが考えられると思うんですけれども、コストというのは耐用年数のコストだけで

はなくて、それを５０年後に例えば処分した場合、廃棄処理するときのコストとか、そうい

うことも少しは考慮されていたりとか、処分に関するリサイクルのこととか、そういうこと

に関する配慮というのも何か数字にのっていたりとか、何か配慮していることがもしあれば

教えてください。 

○徳永委員長 すみません、若干、雑音等で聞き取りにくい部分があったんですが、事務局のほ

う、趣旨は分かりましたでしょうか。 

○新庄河川事務所長 ちょっと今、聞き取れなかったので、ポイントがちょっと分からなかった

ので、もう一回ポイントをお話ししていただくといいかなと思ったんですが。 

○司会（震災対策調整官） すみません、司会の亀井でございます。黒田委員、聞こえています

でしょうか。趣旨がちょっと分かりませんでした。もう一度、申し訳ございません、お話し

していただけると助かります。 

○黒田委員 分かりました。１０ページのところに関しまして、従来型のＶＰ管をかえて波形集

水管というのを使うということで、これが耐用年数が長いからこちらにかえるということな

んですけれども、耐用年数ということだけではなくて、５０年後の処分に関する費用とか、

そういうリサイクルに関する費用などもいろいろ考慮されていることがあれば教えてくださ

い。 

○徳永委員長 ありがとうございました。では事務局、よろしくお願いします。 

○新庄河川事務所長 この波型集水管を耐用年数が長いものとして使うということを記載してい

るんですけれども、これは集水井とか、地下に埋め込んでしまうものでございますので、耐

用年数が過ぎて使えなくなって処分するという形ではなくて、使えなくなった場合には新し

くもう一本管を掘るという形になっているので、処分費等についてはもともと想定をしてい
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ないものでございます。 

○徳永委員長 黒田委員、今の説明で大丈夫でしょうか。 

○黒田委員 耐用年数が５０年ということは、いずれそれを処分して新しいものにするというこ

とですよね。いつかは。永久に使えるものではないですよね。 

○新庄河川事務所長 そうですね、永久に使えるものではないんですけれども、地下に埋め込ん

でしまうものなので、処分して新しくするということではなくて、使えなくなった場合には

新しい管をもう一本入れるという形に対応していくものです。耐用年数が長くなると、こう

いう更新のための新しく追加の機能を復旧するための工事をする費用が将来的には小さく済

むという考えのものでコスト縮減を図っているものです。 

○黒田委員 今後、いろいろなＢ／Ｃの中でも、そういう耐用年数を超えたときに、それをどう

処分するのかとか、それがどういうふうに自然に適用されるとか、そういうことに関しまし

ても、何か指標があるとよろしいかと思い、質問させていただきました。 

○徳永委員長 ありがとうございます。この事業評価の中では、その５０年という期間を切って

評価するということになりますけれども、いずれその５０年の中にそれが来る場合もありま

すし、５０年超えてライフサイクルといいますかね、が来るものもあるので、そのあたりも含

めて評価で数字的なカウントになるのかどうか分かりませんけれども、特に自然に与える影

響とか自然環境に優しいとかというのをどう評価するかとか、そういうあたりも少しご検討

いただけるといいかなということだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○黒田委員 ぜひ、そういう自然環境に優しいとか、リサイクルに関する費用とか、リサイクル

に関することに関しても評価をあげていただければと思います。 

○徳永委員長 ありがとうございました。では髙栁委員、よろしくお願いします。 

○髙栁委員 すみません、今の黒田委員のご質問に追加してちょっとお伺いしたいんですけれど

も、先ほど交換をするだけだとおっしゃっていたんですけれども、そうなると、前の従前使

っていたものの除却費用は全く発生しないということなのか、５０年間という期限を区切っ

たときに交換はないということ、どちらですかね。 

○新庄河川事務所長 交換するということより、これは地下の中に埋め込んでしまうので、より

長くもつほうがよいということで、より耐用年数の長い管を入れていく。水が抜けなくなら

なければ５０年以上もつかもしれないということではあるんですが、入れてしまうと。交換

を前提にしたものではないので、除却費用を見ているということではないです。除却費は見

ないで、維持管理の中でそういう新しく追加して、目詰まりしたときに管を入れ直すとか管
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を洗浄するという費用は維持管理費用の中に入っている、そういう形でございます。 

○髙栁委員 そうすると、列車の枕木のように部分的に修繕をしたり交換をしたり洗浄したりと

いうことはあるけれども、基本的な全体的な交換はないということですね。 

○新庄河川事務所長 洗浄して使い直すとか、部分的に新しく１本入れるとかということはあり

ますが、５０年経ったら全部入れ替えるという、そういう性質の工法ではないです。 

○髙栁委員 それは想定していなくて、維持管理費に一応予算として入っていると。 

○新庄河川事務所長 そうですね、そういうことになります。 

○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 このあたりも、一応、耐用年数５０年ということにはしているけれども、実際問

題なければそのまま使い続けるということでしょうし、問題が発生すれば５０年より前に何

か対策を打たなきゃいけないということもある。だけど平均的にそれぐらいの費用を見積も

っておけばいいだろうということで現状見積もりされて費用を計算されているということで

すよね。 

○新庄河川事務所長 そういうことでございます。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。南委員どうぞ。 

○南委員 よろしいでしょうか。先ほどの便益の件なのですけれども、便益の算出に関して記述

があまり見られないようでして、今回というよりも今後のこの資料の考え方、つくり方なの

だと思うのですけれども。特に資料１３ページのところに、先ほど徳永委員長もおっしゃっ

ていたように、年平均被害軽減期待額を算出しているということで便益を出しているわけで

すけれども、その中身がどんなものかというのは知りたいという気がしました。それは資料

の１２を見ますと、資産データとか評価額のほうから出しているようですので、事業の必要

性という意味では、集落への影響等、費用便益マニュアルに沿って出しているのだとは思わ

れます。 

  ただ、１５ページを開いていただきますと、事業の必要性に関する視点、７番ですけれども、

そこには交通網の国道１１２号のこと、月山ダム等のダムのことも記載されていますし、そ

の下には集落、そして温泉施設等のことも書かれているというのがありまして、どの範囲が

便益に用いられているかということは知りたいと思います。 

  今回はこのマニュアルに沿ってやっているということでよろしいと思うのですけれども、今

後の資料の見せ方のところで、Ｂ／Ｃの計算に入らない部分の効果があるとしたら、そうい

うものがあるということも示していただけたらと思いました。 
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  以上です。一意見で結構です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。この点については次回以降、少し工夫いただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  そのほか、いかがでしょうか。小笠原委員どうぞ。 

○小笠原委員 岩手大の小笠原ですけれども、８ページの右側のところなんですけれども、当初

すべり面の深さよりも現在は当初より浅いということが判明したんですけれども、それはど

ういった詳細な調査が行われたんでしょうか。 

○徳永委員長 お願いします。 

○新庄河川事務所長 地すべりのすべり面の確定については、まず当初は地表の地形からと既存

の地質資料等からある程度推定で線を入れていきます。その後、地質調査を追加して詳細な

地質を調べる。それから水位観測、それから歪計の観測といった、次の９ページの右側にあ

る概念図的にパイプ歪計とか入っておりますけれども、こういった地すべりの地下のほうに

こういったセンサーを入れる形をとって、何年間か継続して観測をいたします。すべり面の

あるところでこういうパイプのほうが曲げられる形で、どこの深さで歪みが出るといったよ

うなことが分かると。これが斜面の上部、中部、下部といったような何点かそれぞれの箇所

で観測して、それをつないでいくことによって、すべり面の位置が、実際滑動しているすべ

り面の位置がここだろうという形で判定していくものです。その結果、今回８０メートルぐ

らいの深さ、地質条件からこの辺ではないかと思っていたところが、上部の２７メートルと

か、こういったようなところが実際は動いているというようなことで判断をしている、そう

いったものでございます。 

○小笠原委員 こういった地すべり事業で、当初のすべり面と施工時の実際のすべり面の開きっ

て大きく出るものなんでしょうか。 

○新庄河川事務所長 当初の段階で地質調査の点数とか、こういうセンサーが、長い観測期間が

ある状態ではなくて、大体まず最初は推定をして対策工を概略入れていく。その後、こうい

う詳細調査をして決めていくという形をとっておりますので、最初の想定から実際動くだろ

う、本当に工事をする際に参考にするすべり面というのが変わるというのは通常あることで

ございます。 

○小笠原委員 当初のすべり面の予測精度というのは、そもそもそんなに高くないということな

んでしょうか。 

○新庄河川事務所長 最初の段階ではどれぐらい細かく調査を入れるかということにかかってく
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るんですけれども、やはり最初の段階ではある程度概略の調査データというところから始め

ながら、こういう委員会の中の先生などの助言をいただきながら、ここも調べたほうがいい

ですよ、ここも調べたほうがいいですよという形で進めていくので、どうしてもそういう形

にならざるを得ないというのが実情でございます。 

○小笠原委員 できれば、こういった地すべりの事業なんかは、当初事業費のある程度のプラス

マイナスを考慮した事業計画をされたほうがいいのかなという気がしました。コメントです

けれども。 

○徳永委員長 ありがとうございます。この辺、地下についてはなかなか事前に分からないとい

うのは道路事業でも同じように問題を抱えていて、以前の公共事業批判のときもそうでした

けれども、費用は低く見積もって、需要は過大に見積もっているんではないかという言われ

方をしていたわけですけれども、そういうことに対してある程度幅を持って検討していくと

いうこともやはり必要になってくるのかなと。そのためにも事後評価といいますか、事前評

価と事後評価での開きであるとか、その要因の分析であるとか、そういうことをしっかり積

み上げていく中で、できるだけ予測精度は上げていくということでしょうし、それからある

程度幅があるということも事前にある程度認識した上で意思決定をしていくということが重

要なことになってくるんだろうと思っております。このあたりもちょっと国全体の動きとい

うことにもなってくると思うんですが、我々としては、いかに事前にしっかりと予測を立て

られるか、そういう技術を磨いていくということになるのかなと思っていますので、よろし

くお願いいたします。 

  そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、こちらの月山地区直轄地すべり対策事業ですが、原案どおり継続ということでよ

ろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

  それでは、要点審議のほうですが、こちらにつきましてご意見、ご質問ございますでしょう

か。いかがでしょうか。Ｗｅｂ参加の先生方のほう、大丈夫でしょうか。よろしいでしょう

か。 

  それでは、こちらにつきましても事業継続という対応方針原案は妥当であると認めるという

ことでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 

４．報 告 

○徳永委員長 次は報告事項でございます。 
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  それでは、河川事業の再評価の報告事項でございます。事務局より簡潔に説明をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

◆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、河川調査官から資料１０、１１により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございます。ご質問、ご意見がございましたらよろしくお願いします。 

  それでは、ちょっと私からですが、多くの事業でＢ／Ｃが前回より上がっているという感じ

なんですが、事業費が増えたところにおいても上がっているというような傾向があるんです

けれども、その要因がそれぞれ案件によって違うのかもしれませんが、ざっくりこういう要

因だということであれば教えていただきたいんですけれども、その一方で下がっているとい

うところ、そこも事業費が上がったせいで下がったということだけなのか、それ以外にも何

か要因があるのかというあたりですね。特に便益がどう変化したのかなというのが先ほど来

よく分からないところがあって、そのあたり、少し補足でご説明いただければと思うんです

が。 

○河川調査官 ご説明いたします。ご説明した事業のうち、いわゆる直轄河川改修事業という河

川の堤防の整備あるいは河道掘削等の整備に関する内容につきましては、便益等を算出する

基準となります治水経済調査マニュアルの改訂が今回行われまして、その中で資産データの

評価額、最近の洪水発生における被害率の上昇などから便益が少し上がるという傾向がござ

いまして、そういう関係で今回評価したものについては総じてＢ／Ｃが上がるというふうに

ちょっと見えているものが多いかと思います。 

  それから、総合水系環境整備事業に関しましては、便益の算定に当たって、いわゆるＣＶＭ

法によりまして周辺のアンケート結果等から便益を算出するということで、追加した事業の

箇所の周辺の状況ですとか、そういうことによって便益の増減が出ているのが実態でござい

ます。 

  一方、たぶん一つ、例えば７番の名取川総合水系環境整備事業で、残事業が前回は７９．１、

今回が１３．９ということで大きく下がっている結果が記載になっているかと思います。こ

この便益につきましては、ちょっと評価の仕方がいまいち的確ではなかったかというご指摘

もございまして、環境整備事業なので事業が終わらないと効果を発揮しないということで、

以前は、例えば５年間かかる整備事業のうち３年進んだ後は残事業が残り２年ですごく少な

い残事業が全体の便益を発生させる評価をしていたものですから、やはりこれでは適正な評
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価ではないんではないかということで、５年間の事業費、少し過去に遡りますが、５年間の

事業費、その事業に係る事業費と、それから便益が発生した後の評価をきちんと比較するこ

とによって評価しました。ですから、その事業としては今回評価した、例えば名取川でいい

ますと１３．９とか、そういう評価が適正ではないかという指摘もございまして、今回ちょ

っとそういう評価に算出し直させていただいたものですから、前回この７９．１でお示しし

ていたものをしっかり今回いろんなご意見等もいただいて見直した結果でちょっと下がって

いる、そこはちょっと特殊な事情ですけれども、下がっている部分がございますということ

で、その辺の検討の内容ですとか結果等についても委員会にもご説明をいたしましてご理解

をいただいたというところでございます。 

○徳永委員長 ありがとうございました。 

  そのほか、何かご質問ございますでしょうか。Ｗｅｂ参加の先生方、よろしいでしょうか。 

  それでは、報告のほうは以上ということになります。 

○司会（震災対策調整官） 取りまとめの前に、先ほど髙栁委員からご質問、道路のほうと河川

のほうにありましたけれども、それに対するご回答を取りまとめの前にご回答したいと思い

ますので、まず道路部のほうから道路案件について回答させていただきます。 

○道路計画第一課長 道路部でございます。先ほど髙栁委員からご質問がありました東北中央自

動車道の新庄～横手、具体的には資料３－１の３ページ目、速達性の向上、それから広域迂

回の解消の個別の便益がどれぐらいなのかというご質問でございますが、こちらの広域迂回

の解消につきましては、今回のＢ／Ｃの算出に当たって便益としては計上してございません

が、速達性の向上というところは走行時間短縮便益のほうに含まれているところでございま

す。ただ、便益の計算としまして、整備があった場合、なかった場合ということで計算して

ございまして、具体的に今回、通常期、冬期でそれぞれ何分短縮でどれぐらいの便益かとい

うちょっと計算上切り出しができないような状況となってございます。申し訳ございません。

以上が道路部のほうからご報告でございます。 

○徳永委員長 髙栁委員、よろしいでしょうか。 

○髙栁委員 ありがとうございました。切り出しができないというのは、たぶんマニュアルでは

入っているんだけれども、たぶんパラメーターか何かを入れると自動計算されるというよう

な意味で、そういう理解でよろしいですか。 

○道路計画第一課長 全体の便益に含まれておりまして、個別に計算ができるものではないもの

でございます。 
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○髙栁委員 個別具体的にやっぱりちょっとお聞きすることは難しいということですね。 

○道路計画第一課長 はい。 

○髙栁委員 分かりました。ありがとうございます。 

○河川計画課建設専門官 河川部です。先ほどの地すべり対策事業で、便益の効果の発現という

ことでご質問がありましたけれども、すみません、資料９をちょっとご覧いただければと思

います。資料９の１８ページになります。 

  ちょっと小さくて見づらくて申し訳ございませんが、こちらのほうが先ほどの地すべり対策

事業の便益の発現というのを示しております。左側のほうが事業期間、右側のほうが事業終

了後の５０年間の便益の発現を示しているものです。事業期間のほうについては、便益を全

部発現させているわけではなくて、投資見合いで便益を発現させているといったところです。

それは治水経済調査マニュアルのほうにも倣っている形なんですけれども、投資したことに

よって全部が全部１００％きくわけではないですが、例えば地すべりだと集水井、井戸がで

きることで若干移動スピードが落ちるとか、そういった効果が出ますので、そういったとこ

ろ、治水経済調査マニュアルにそれを基づいて便益を隔年ごとに、全部ではないですが発現

させているといった手法をやっております。 

○髙栁委員 ありがとうございます。完成後５０年間は１００％のベネフィットを計上されてい

て、その前の期間というのは進捗度に合わせて恐らく何割掛けかでその進捗度に合わせて効

果が発現されているという想定をされているということですね。 

○河川計画課建設専門官 はい、そのとおりです。 

○髙栁委員 理解しました。ありがとうございました。 

○河川計画課建設専門官 あと補足ですが、この資料９ページのほうにはそれぞれ便益の内訳で

すとか、そういったものを記載しておりますので、先ほどの説明でちょっと時間の関係もあ

ってなかなか資料に入れられなかったんですけれども、こちらのほうを見ていただければと

思います。河川部からは以上になります。 

○徳永委員長 よろしいでしょうか。 

  では、休憩５分ですね。では、これから取りまとめのため、休憩を入れさせていただきます。

５分休憩で、２２分ぐらいからでしょうかね、再開ということにさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

午後３時１６分 休憩 

午後３時２１分 再開 
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○徳永委員長 それでは、再開させていただきたいと思います。Ｗｅｂ参加の先生方、大丈夫で

しょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、本日の結果につきまして確認をいたします。事務局から説明をよろしくお願いし

ます。 

○司会（震災対策調整官） ただいま配付しました、また、Ｗｅｂで参加いただいた先生のほう

には画面上に議事概要のまとめが出ているかと思いますが、こちらを読み上げさせていただ

きたいと思います。 

  【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２回委員会を令和２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１３号 泉田道路・新庄金山道路・金山道路・真室川雄勝道路・横堀道路 

    ●東北中央自動車道 東根～尾花沢間 

    ●一般国道４７号 新庄古口道路 

    ●一般国道４号 伊達拡幅 

    ●一般国道４９号 北好間改良 

     上記９事業について、対応方針（原案）は妥当である。 

   ２）河川事業 再評価 審議結果 

    ●月山地区直轄地すべり対策事業 

    ●最上川水系直轄砂防事業 

     上記２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 

    ●北上川直轄河川改修事業（一関遊水地） 

    ●馬淵川直轄河川改修事業 

    ●岩木川直轄河川改修事業 

    ●米代川直轄河川改修事業 

    ●最上川直轄河川改修事業 
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    ●阿武隈川総合水系環境整備事業 

    ●名取川総合水系環境整備事業 

    ●北上川総合水系環境整備事業 

    ●岩木川総合水系環境整備事業 

    ●馬淵川総合水系環境整備事業 

   ・事後評価報告 

    ●最上川中流消流雪用水導入事業（岩ヶ袋地区） 

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

  以上です。 

○徳永委員長 ただいま読み上げていただきましたが、審議結果、審議概要についてよろしいで

しょうか。 

  ちょっと私から１点なんですが、以前からこの書き方だったとは思うんですけれども、この

対応方針（原案）というのは、結局ほかの資料を見ないと分からないんですけれども、こう

いう書き方がいいのか、対応方針として（事業継続）というふうな、でもそうすると、それ

ぞれ個別に書かないといけないということになるんですけれども、いいんですかね。これ、

出し方としては、これとともにその原案がどこか見える資料と一緒に出されるという理解で

よろしいんでしょうか。 

○司会（震災対策調整官） 最終的には、今日の議事内容も含めて、今回提示しました資料は全

て公開になりますので、そういう意味では対応方針（原案）についてということを確認する

ことはできるかと思います。 

○徳永委員長 ただ、ほかの資料も見なきゃいけないという意味で、あまり親切ではないなとい

う感想です。すみません。 

○司会（震災対策調整官） このあたりの議論はたしか昨年度ですかね、何か同様の議論をたし

かされたという話は聞いておりましたが、それらを踏まえて今年度はこのような対応方針

（原案）ということでの表現にさせていただいておりました。 

○徳永委員長 分かりました。 

  それでは、よろしいでしょうか。 

  それでは、この議事概要でよろしくお願いいたします。 

  それでは、以上で審議、報告、全て終わりましたので、進行を事務局にお返しします。よろ

しくお願いいたします。 
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５．閉 会 

○司会（震災対策調整官） 委員長、大変ありがとうございました。 

  また、本日、特に髙栁委員のほうから便益に関しての説明の仕方なり、いろいろとご助言い

ただいたところでございます。いずれ、次回以降で、特にＢ／Ｃに関して、便益も含めてに

なるかと思いますが、そのあたりが分かりやすくということには配慮して進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、以上をもちまして令和２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。 

  なお、次回、第３回委員会を来月、令和３年１月下旬頃、また第４回を３月上旬頃に予定し

たいと考えてございますので、皆様方、またご協力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、本会議、これで終了いたします。ありがとうございました。 

午後３時２７分 閉会 

 


