
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第３回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和３年１月２２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４３分 開会 

２．挨 拶 

３．審 議 

○徳永委員長 それでは、これより次第に従いまして進行させていただきます。 

  審議に早速入りますけれども、先ほどありましたように効率的な議事進行をしたいというこ

とで、説明のほう、ポイントを押さえて説明いただければというふうに思います。 

  本日の審議案件につきましては、道路事業の２件でございます。 

  初めに、石川委員から、重点審議事項と要点審議事業の選別について、ご報告をお願いいた

します。 

○石川委員 道路事業の審議事業選別結果についてご報告申し上げます。 

  １月１３日に事務局から事前説明をいただいた際、審議案件２事業の選別について検討いた

しましたので報告いたします。 

  今回の再評価対象の２事業は、いずれも三陸沿岸道路の全線供用後に２方向にしかアクセス

できないハーフインターチェンジを上下４方向に出入りが可能となるフルインターチェンジ

にする事業計画の見直しについて審議するものです。 

  この２事業の残事業Ｂ／Ｃに着目したとき、登米～釜石はインターチェンジフル化に係る追

加の費用・便益のみが対象になっています。一方、宮古～八戸の残事業Ｂ／Ｃは、インター

チェンジフル化に係る費用・便益以外に、令和３年に供用開始となる一部区間の費用・便益

が含まれたものとなっています。 

  三陸沿岸道路の全線供用に必要となる費用・便益については、昨年度までの再評価において

全て審議済みとなっていることから、今回は、残事業Ｂ／Ｃがインターチェンジフル化に係

るもののみである登米～釜石を重点審議事業、宮古～八戸を要点審議事業に選別する結果と

なりました。 

  なお、この選別結果については、事務局から各委員へ事前に説明を行い、了解をいただいて

いるとの報告を受けております。 

  以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  今回、部会、ワーキングを開いてということではなく、個別に持ち回りという形でやらせて

いただいたわけですが、各委員の皆様は、この選別結果でご了解済みということで大丈夫で

すね。（「はい」の声） ありがとうございます。 
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  それでは、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す。 

  今の説明について、何かございますか。大丈夫ですかね。よろしければ、重点審議事項の三

陸沿岸道登米～釜石について説明をいただきたいと思います。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 

・三陸沿岸道路 登米～釜石 

【上記について、仙台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、ご意見、ご質問がございましたらよろしくお願いいたします。 

○小野委員 東経連の小野でございます。ご説明ありがとうございます。 

  やはり三陸道、大変重要な道路だと思っていますし、この１０年で随分できて、今は止まっ

ていますけれども、クルーズ船が石巻に寄港した際には、南三陸まで随分足を伸ばしていた

だきまして、大変地元の関係者からは喜んでいただいたところでありました。 

  私、今回、不勉強だったんですけど、ハーフのインターチェンジがこんなに三陸道に多いと

いうのは初めて分かりました。やはりフルでのインターチェンジは必要だと思います。クル

ーズ船で来た方々も、高速から乗ったり、おりたり、そういうことを繰り返しておりました

ので、やはりそういう観光の振興の面からも重要だと思いますし、先ほど産業振興の視点も

お話しになっておりましたけれども、そこで１点質問なんですけれども、まず、今回は見直

しということですが、ハーフとフルのインターチェンジを当初決定された際の判断というか、

どのような根拠の下で、フルにするのか、ハーフにするのか、お決めになられたのか、それ

を伺いたいなということです。お願いいたします。 

○仙台河川国道事務所 ご質問いただきありがとうございます。震災後に地域の皆さんの声をよ

く聞いた上で、弾力的にインターを配置するということで、それがフルなのか、ハーフなの

かも含めて地域の声を聞いて計画を立てたところでございます。 

  ただ、今回のところにつきましては、新たな状況の変化がありますし、地域からも声が上が
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ってきましたので、必要性を精査の上、このように提案をさせていただいているところでご

ざいます。 

○小野委員 ありがとうございます。そういうことでしたら、今後、地元からも要望がいろいろ

上がれば、こういう形でフルに進んでいくというふうに思ってよろしいんでしょうか。 

○仙台河川国道事務所長 要望は要望で地域の声としてあると思いますけれども、やはり事業の

必要性があるかというところは、しっかり精査して検討していくことが重要だと思います。 

○小野委員 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。 

  やはりインターは結構大がかりなものですので、用地買収等含めてなかなか後付けでやると

いうのも大変なのかなというふうに思っています。そういう意味では、当初計画の段階で、

よりコスト縮減といいますか、簡便な形で、安全性とかそういう問題も考慮しないといけな

いんですが、比較的交通量が少ないというところでのより簡便な形態でのインターチェンジ

というものを、こういう地方部標準形みたいな、そんなことを検討していただけるといいの

かなというふうに、私なんかも感じたところです。 

  次の、実は要点で挙げているインターのほうは、かなり本格的なインター構造になってしま

うので、そういう意味で結構大変なんだろうなというふうに思ったところです。 

○小野委員 私としても、短期間でこれだけできたというのは、大変大事なことだと思っていま

すし、よく分かりました。本当に地元の方々が同意されてのことだと思いますので、そこは

よろしいかと思いますけれども、本当に１０年間という短期間でできたこと、大変すばらし

いことだと思うんですが、今後いろんな要望があったときには、いろいろご検討いただけれ

ばありがたいなと思います。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○南委員 南です。ワーキングのときにも申し上げたのですけれども、資料の８ページになりま

すが、ここに事業計画の変更内容として所要時間短縮が記載されているのですけれども、こ

こに、３分短縮あるいは２分短縮というようなことで記載されておりますと、時間短縮効果

は非常一見小さく見えるというところがあると思います。実際は、その現道と沿岸道の整備

水準が異なりますので、この時間短縮で十分に表現できないような効果というのがあるかと

思うのですが、この資料上は、これだけかというような印象に見えてしまうところが懸念さ

れるかと思います。事業の必要性については上のスライドで示されているのですけれども、

そのあたりをこちらに同時に記載するのがよいかもしれません。資料８ページの災害時の救
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援活動の強靱化ですとか、水産業の活性化支援というのは、上のスライドにあった事業の必

要性に重なるところがあるかと思うのですけれども、この部分を上に持っていってしまう、

あるいは、上のほうのスライドで書かれた事業の必要性に関して、リダンダンシーの問題や

産業育成ということを、この資料８ページにも記載していただくという工夫が必要なのかと

思います。幾つかの要因、必要性に基づいて、この事業計画の変更が行われているというふ

うに多面的な評価が表現されたらいいというふうに思います。一つの意見として受け止めて

もらえたら結構かと思います。 

  以上です。 

○仙台河川国道事務所長 どうもありがとうございます。 

  今回は、歌津北インターのフル化ということで、そこだけ着目してもこれだけの効果がある

というのを直接的に示せるものをここで整理させていただきました。資料の作り方について

は、先生に今いただきましたことを踏まえて検討してまいりたいと思います。あとから出来

上がってからどんな効果が実際にあったのかといったことを説明するときには、もっと様々

な効果について触れられると思いますので、そうしたことを積極的に取り組んでいきたいと

思います。 

○南委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 確かにこの２分とか３分という短縮、何かもう少し大きくてもいいのかなという

感じが私自身もあるんですが、こうなってしまうというのは、やはり意外と現道で信号が少

ないということで、意外と早く通行できるということなんでしょうかね。その一方で、ここ

の区間ということではないんですが、例えば、気仙沼の辺りですと、朝夕は相当渋滞するの

で、それを考えると、その渋滞緩和というか、渋滞を避けられるという面では、もっと大き

な効果が出てくるんだろうなというふうに思っているんですが、そのあたり、少し状況を補

足いただけるとありがたいんですけど。 

○仙台河川国道事務所長 確かにこの時間短縮、平均的なところを捉えると、先生おっしゃった

ように信号が少ないこともあってこういうことなんですけれども、もう少し厳しい状況の、

ラッシュの時間ですとか、状況に着目すると、また違った局面もあると思います。そうした

ときに発生する緊急活動というのもあると思いますし、確かに見せ方については工夫できる

点があると思いますので、改良は重ねていきたいというふうに思います。 

○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。石川委員。 
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○石川委員 石川です。 

  コスト縮減の取組の10ページのところなんですけれども、これ本線をまたぐこ線橋ができる

ということですけれども、ここ海に近いということもあって、多分、もし２キロ以内でした

ら、海から飛んでくる塩分とかでコンクリート系の構造ですると少し塩害が発生したりとか、

そういう懸念がありますし、本線をまたぎますので、メンテナンスしやすいように、なおか

つ耐久的な構造になるような検討をされて橋を造られたらいいかなというふうに思います。

これはコメントです。 

○仙台河川国道事務所長 これ既にできた区間でありまして、今先生おっしゃったようなことを

配慮しながら造らせていただいております。 

○石川委員 ぜひメンテナンス用の付帯設備みたいなものもつけていただいて、跨線橋で事故が

起こらないように、ぜひメンテナンスしやすいような構造でお願いしたいと思います。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  関連してというか、今のご質問で気づいたんですが、これ０．３億削減というのは、縮減と

いうのは、建設コストのみでということですよね。恐らくそういう意味でメンテ、コストが

維持管理でかかってくるわけですので、その部分でもかなりＢ／Ｃには貢献しているのかな

というふうに。全体に比べると大した額でないことは確かなんですけれども、そういうとこ

ろもあるのかなということですが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○仙台河川国道事務所長 ありがとうございます。先生のご理解のとおりでございまして、その

効果の見せ方、コスト縮減のところの見せ方も含めて、少し改善できるか、しっかり考えて

いきたいと思います。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○武藤委員 今回の６ページの観光分野のところに関係しているのですけれども、先ほども南先

生がおっしゃっていた見せ方の部分で、私からお伝えすることがあるとすれば、観光分野に

おいては、観光効果によるある程度の呼び込み数の数値化だとか、経済効果における１人当

たりの平均支出金額が毎年「観光統計」として発表されています。ですので、今後、東北地

方において、大きな入込数が期待できる東北デスティネーションキャンペーンや、東京オリ

ンピック、そして、大阪万博などの大型イベントが行われる場合は、そういう状況に合わせ

て定量的な数値データを提示することが重要と考えます。つまり、イベント開催時に当該道

路が完成していれば、観光統計データからこのくらいの入込数があったであろうという推計

値を定量的に示すことができます。もしくはイベントによる経済効果の損失分を入込予想数
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と平均支出金額からおおよその推計金額を提示することができます。これを定量的に提示す

ることで、いかに道路の完成が経済面、特に観光経済効果の面で重要であるかを広く理解い

ただくことができるのではないかと考えます。あくまでも私の考えですがご検討ください。 

○仙台河川国道事務所長 どうもありがとうございます。 

  今回の計画変更の区間だけじゃなくて、これは三陸沿岸道全体で進めてきた効果がこれから

どう発現していくのか、それをこれから一生懸命工夫して、本当に復興創生期間が終わって、

こんな効果が出てるんだ、出ていくんだといったところを見せる工夫、打ち出しのほうもし

っかりやっていきたいというふうに思います。 

○徳永委員長 よろしくお願いします。 

  この効果は、この本体の便益計算の中には入っていない効果ですよね。ということで、この

Ｂ／Ｃ評価には直接影響はしないんですが、やはりこういう道路整備においては非常に重要

な効果だとは思いますので、見せ方を工夫していただければと思うんですが、その際、今あ

りましたように客単価みたいな話で言いますと、日帰りよりは宿泊客、県内客よりは県外の

お客さんのほうが客単価は高くなっていくと。さらに国際ということになれば、より大きく

なっていくというあたりも含めて、うまく表現していただければいいのかなというふうに思

っています。ありがとうございました。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  私からなんですが、今回、フル化するということで、期間が５年延長になっているんですが、

これ５年もかかるのかなというのがちょっと気になりまして、一応この事業評価の刻み値を

５年延ばしているということで、実際にはもっと早くできるということなのか、そのあたり

のスケジュール感、少し教えていただければと思うんですけれども。 

○仙台河川国道事務所長 今日お認めいただきまして、もし予算化ができるとして、その後、来

年度からまずは設計をする。その後、地元の皆さんのご理解をいただきながらその用地の取

得をさせていただく。こうしたところにやはり１年、２年かかりますし、工事自体もそんな

にすぐにはできない状況の中で、５年というところを評価上設定させていただいているとこ

ろでございます。 

○徳永委員長 そのあたりがうまく順調に進めば、もっと早く、前倒しでできる可能性はあると

いう理解でよろしいですか。 

○仙台河川国道事務所長 地域のご理解、ご協力があれば、できる限り早期に完成させる気持ち

で進めさせていただきたいと思います。 
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○徳永委員長 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

  そのほかいかがでしょうか。 

○日引委員 一言だけよろしいでしょうか。東北大学の日引です。 

  事前にコメントを差し上げて、回答いただいていましたが、今日初めてご覧になられる方々

がいらっしゃることもありまして、何をコメントしたのかについて、少しお知らせをしてお

きたいと思います。 

  特に今回の評価の中で、残事業B/Cが前回は２．６だったのが１．０１になっていまして、

１に近いものになっているということで、これはどうだったんでしょうかというような質問

をしました。効果が減少しているんだろうかというふうなことがあったので、そこがちょっ

と気になっていました。今回もう既に説明が十分されていますので私のほうからは申し上げ

ませんが、この点について、実は私のほうでも質問して確認しましたところ、幾つかの問題

点ありますけれど、評価としてはちゃんとやっての１．０１なので事業継続に関しては問題

ないというふうに判断をしています。ということを１つ申し上げておきたいというふうに思

います。 

  以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  なかなか今回の評価、ちょっと見方が難しいといいますか、というところではあったんです

が、事務局のほうで何か補足で説明とか、大丈夫ですか。 

○仙台河川国道事務所長 皆様のご理解のとおりでして、昨年度末の残事業の評価においては、

道路がつながってないところがあったということで、それがまさにつながる効果が評価され

てこの大きなＢ／Ｃの効果としてされておりましたけれども、今回の歌津北インターをフル

化する、今回はそれのみでございまして、道路自体はつながっているので、昨年の残事業の

Ｂ／Ｃに比べると小さくなっている。それでも、１を超えていることを確認しているという

ところでございます。 

○徳永委員長 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、質問等、ご意見、一応出尽くしたということで、今回のこの対応方針につきまし

て、案のとおり認める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、対応方針（案）は妥当であると認めることといたします。 

  次に、要点事業の審議でございますが、先ほど一覧表でご説明いただいておりますので、直

接委員の皆様からのご意見、ご質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。こち
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らもほぼ同じような案件でございますので、大体先ほどのご質問と共通するような部分なの

かなと思っています。そういう意味では、もう少しこの効果の見せ方ですね、このあたりを

もう少し工夫いただいて、どうしても全体のＢ／Ｃが今回１．０１という数字になってしま

うということですので、やはりこれだけでない効果でこれだけあるんですよということをし

っかり説明していかないといけないんだろうというふうに思っていますので、そのあたりよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  委員の皆様からほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、ないようですので、こちらにつきましても対応方針（案）は妥当であると認め

るということにしたいと思います。 

  本日の案件はこの２件でございますので、審議結果の取りまとめを行いますので、５分ほど

休憩を取らせていただきます。よろしくお願いします。 

午後４時３１分 休憩 

午後４時３５分 再開 

○徳永委員長 それでは、再開させていただきます。 

  本日の審議結果につきまして、確認でございますが、事務局のほうでまずご説明をよろしく

お願いします。 

○司会（震災対策調整官） 審議結果につきましてご報告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３回委員会を令和３年１月２２日、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 

    ●三陸沿岸道路 登米～釜石 

    ●三陸沿岸道路 宮古～八戸 

  上記２事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

  以上でございます。 

○徳永委員長 ただいまの議事概要についてですが、いかがでしょうか。特に問題はないでしょ

うか。 
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  それでは、今ご説明いただきました審議結果ということで以上になります。 

  それでは、本日の議案、以上ということになります。スムーズな進行にご協力いただきまし

て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ますので、よろしくお願いいたします。 

 

４．閉 会 

○司会（震災対策調整官） 委員長、ありがとうございました。 

  本日、開催に当たりまして、まず、ネットワーク上のトラブルがあり、皆様には大変ご迷惑

をおかけしましたこと、この場をお借りしまして申し訳ございませんでした。 

  それでは、以上をもちまして令和２年度第３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。 

  また、本日、各委員の皆様方からいただきました貴重な意見、多様な表現であったり、また

整備効果の見せ方、表現の仕方であったりとか、大変貴重な意見をいただいてございます。

これらにつきましては、今後の取りまとめに当たって十分参考にさせていただきたいと考え

てございます。 

  また、次回の予定でございますけれども、第４回事業評価監視委員会につきましては、令和

３年３月の上旬頃、また開催をいたしたいと考えてございますので、各委員の皆様、またご

協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、以上をもちまして第３回委員会、閉会させていただきます。ありがとうございま

した。 

午後４時３８分 閉会 


