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１ 開会 

 

○会議の進め方について、事務局から提案。 

 公共事業再評価の対象地区としては、７月に開催した「第２回公共事業評価専門委員会」におい

て、委員全員で審議する「全員評価地区」２地区と各委員が担当する「委員担当地区」４６地区の計

４８地区を決定したところ。 

 

 なお、全員評価地区については、「道営農道整備事業費（日高中部）」と「河川総合流域防災事業費

（チマイベツ川）」の２地区を決定したが、そのうち、「河川総合流域防災事業費（チマイベツ川）」

は、室蘭市及び伊達市に所在しており、先に発生した「胆振東部地震」により、現地での対応が困難

となったことから、内田委員長と相談のうえ、全員評価地区を「広域河川改修事業費（利根別川）」

に変更し、先日、現地でのヒアリングと調査を実施いただいたところ。 

 

また、委員担当地区については、各委員に９月から１０月にかけ、ヒアリング、また、必要に応じ

て、現地調査を行っていただき、専決地区と審議地区のご判断をしていただいた。 

 

審議の進め方についてですが、専決地区については、最初に事務局より事業概要を説明した後、

各委員から「専決理由」について説明いただく。 

審議地区については、各委員から「審議地区とした考え方、論点」をご説明いただき、その論点を

踏まえ、担当部から説明した後、審議とする。 

 

 

２ 議事 

（１）公共事業再評価対象地区の審議について[４８地区] 

  

○全員評価地区 

 

【農政部農村整備課】 

「06-01 道営農道整備事業費（農道整備事業（広域農道整備）） 日高中部」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

説明資料の中で、ばらつきが大きい軽種馬産業への過度な依存とあるが、ばらつきとは何か。 

 

【農政部農村整備課】 

農業産出額の推移のところで、棒グラフがありましたが、昭和 55 年から平成 27 年までの軽種馬
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の農業産出額は非常にばらつきが大きい。その部分を示しており、変動が大きいという意味。 

 

【山本副委員長】 

調書のＢ／Ｃが前回の評価から増えている。これは事業費が減ったことによって、数字が上がっ

たのか。それとも、他の要因か。 

 

【農政部農村計画課】 

基本的には事業費が下がっているところを反映している。 

 

【玉堀委員】 

現地調査に参加したが、軽種馬については、実績として今年は少し上向きとのこと。景気に左右

されるということで、ばらつきが多いという表現にされているので、あえてあまり変更を加えるこ

とはないと思うが、私は総合的に見て紆余曲折しながらこの工事を続けてきて、土地の買収におい

て非常に困難を極めたうえで、結果として今のルートを選ばざるを得なかったという、苦しみを乗

り越えてようやくルートを選ぶことができ、それによって工事費も現実には減ることになったとい

う、メリットも逆に出てきているので、必要性を考えても進めていただきたいと強く思った。 

 

【野呂委員】 

私も現地調査に参加したが、調書にもあるとおり国道以外の横断的な路線が非常に少なく、また、

１期区間の新設した橋の部分は、社会的にも効果は出せるのではないかと思ったので、円滑な進め

方をしていただきたいと思っている。現場でもお聞きしたが、本調書の中では、今回の評価時点で

ルートを変更するという形にはなっていないという理解だと思うが、調書に記載の事業費は、現状

のルートのものと考えて良いか。 

 

【農政部農村整備課】 

現状ルートで１３４億円の事業費です。 

 

【野呂委員】 

ルート変更は今後行うということか。そのルート変更はどの段階で、オープンになるのか。今回

の議論で承認された後に最終的な事業として成り立ったときには、変更後のルートが事業として認

められ、事業費も減額になったものとなるのか。 

 

【農政部農村整備課】 

来年度以降、変更後のルートで事業を実施するための手続きを進める予定。 

 

【野呂委員】 

今議論しているのは、再評価調書の変更計画②の部分であり、現ルートの中での変更点というこ

とか。 
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【農政部農村整備課】 

調書の中はそのように整理をしており、調書の２ページ目のコスト縮減の取組みの中で、今後の

ルート変更により４億円程度の減額という表現をしている。 

 

【野呂委員】 

このルート変更を認めるというのは、この段階で認められたということになるのか。 

今後、ルートを変更して進めるのか。 

 

【農政部農村整備課】 

そのように考えている。 

 

【野呂委員】 

今後変更するルートで、用地の取得や埋蔵文化財に関する調査など、概ねの見通しもたっており、

自治体とも調整済みで、今後１０年間で整備予定だが、今回その変更を反映していない理由を確認

したい。 

 

【農政部農村整備課】 

現在、今後変更予定のルートに係る部分は詳細な設計が終わっていないため、この 134 億が現在

予算上管理している事業費。まだ調査設計も終わっていない状態のため、このような整理をしてい

る。 

 

【野呂委員】 

現時点では、事業予算を立てるまで精査されていない状況だが、あえてコスト縮減に盛り込むと

いうことですね。わかりました。 

 

【内田委員長】 

変更年度が３０年度となっているが、今までの経緯を伺っていると、もう少し前に変更が必要で

はないかと思う。前倒しでやったほうがいいと思うが、なぜ最終年度に変更を行うこととなったの

か。また、現地でも話したが、交通量がやや少なく感じ、効果と実際見たものの感覚が少し合わなか

った感じがした。あと、既存道路も含めて受益者面積としているようで、かなり大きいが、それはど

ういう考え方で決めているのかを教えていただきたい。もう 1 点、コストがルート変更して安くな

ったという説明をされているが、であれば当初の計画からなぜ安い方で実施しなかったのかという、

その 3点を教えていただきたい。 

 

【農政部農村整備課】 

事業期間の見直しが、最終年度になった理由ですが、本件の用地取得に係る訴訟とその後の破産

手続きの関係が長引き、締結の見込みがたったのが昨年くらいからということ。また、補助金も入
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っていることから、その扱いについて国と協議を行う必要があり、昨年国から、新ルートの了解を

得た。それまではどうなるのかわからない状況であったため、ぎりぎりになったというところ。 

２点目、現地の交通量が少なく感じた点については、出荷の時期と時間帯が合わなかったからと

考える。ピーク時には、ピーマンは７０００ケースという非常に大きな量を扱っており、かなりの

台数が走っているが、現地調査ではピークの時間と合わなかった。 

 

【玉堀委員】 

朝は定期便のトラックなどが走っている。現地調査の時は、昼頃だったので、少なかったのでは

ないか。 

 

【農政部農村整備課】 

朝と夕方が多いと聞いている。 

 

【内田委員長】 

3点目ですが、受益面積が広いと思うが、設定の考え方をきちんと説明してほしい。 

 

【農政部農村計画課】 

受益面積については、地図上でピンク色に着色しているが、ここで作られる生産物がこの道路を

使うところを受益地として設定しているが、すべてがピンク色で塗ったところから運ばれるという

わけではなく、軽種馬や牧草、牛乳など、整備する農道を通過する農産物が関係する農地が受益面

積としてカウントされる。この農地ですべて同じものが作られているわけではなく、運ばれるもの

が作られる可能性がある農地ということで整理しており、関係する受益地としてすべてを計上して

いる。 

 

【内田委員長】 

説明だと、既存の道路も使う場合が含まれる。 

 

【農政部農村計画課】 

既存道路は当然走るが、今回整備する広域農道を通過する農産物が関係している農家の農地を受

益面積と考えている。 

 

【内田委員長】 

一部でも通過するとそこは受益としてカウントしているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

受益としてカウントしている。 

 

【内田委員長】 
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使う距離は関係ないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

輸送時間の短縮など、農道を使うところだけの効果です。 

 

【内田委員長】 

すごく広いと思うが。 

 

【農政部農村計画課】 

特に軽種馬の輸送に関しては、浦河など周辺の広い範囲から輸送される軽種馬もすべてこのルー

トを使うと設定しており、そういう意味ではかなりの面積がここで計上されている。 

 

【内田委員長】 

わかりました。他にいかがでしょうか。 

 

【山本副委員長】 

再評価調書ですが、「Ⅲ 事業着手前の状況」の「Ⅰ 事業着手に至る経過と背景」であるが、こ

れは現時点での必要性になっているのではないか。農業産出額の推移で軽種馬関係の算出額が平成

２年までは、それほど低迷しているようには思えない。そこに過度に依存しているのは確かだと思

うが。でも低迷していないのに低迷する軽種馬産業の過度の依存から他のところに変わっていく訳

ですよね。事業着手のときはその軽種馬の移動に重点を置いていたと思う。それでは駄目だから、

他の葉物野菜などの栽培で農業経営の安定化を図りましょうという部分の話は、計画変更の際の理

由にならないだろうか。事業の善し悪しではなく、この記載だとおかしくはないか。 

 

【農政部農村整備課】 

昭和４５年からの減反政策で、軽種馬経営が拡大していったところ。軽種馬の農業算出額は計画

時点から、かなりばらつきがあり景気に左右されやすいというところがあったと思う。そういった

ところで当初計画から軽種馬からの脱却ということは計画書の中でうたわれていることから、再評

価調書のⅢの事業着手の経緯のところで低迷する軽種馬生産からの依存の脱却という表現で書いて

いる。 

 

【山本副委員長】 

それであれば、「低迷する」を消し、景気に左右されやすい軽種馬産業の過度の依存へというよう

な表記にしていただきたい。農業算出額の推移を見たあと、第三者がご覧になったときに、そんな

状況ではないと指摘が出るかもしれないので整合性をとっていただきたい。 

 

【農政部農村整備課】 

わかりました。 
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《 当該地区の対処方針 》 

【内田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○山本副委員長担当地区（審議地区） 

「06-02 道営土地改良事業費（農地整備事業（中山間地域型）） 大谷」 

 

【山本副委員長】（論点説明） 

当該地区を審議地区とした理由は、計画当初から事業費が倍増していること。特に区画整理の事

業量の変更が大きく、着手からそれほど年数は経っていないが、これほど変化があったことの原因、

その変更の妥当性について詳細を説明いただいて、皆さんに判断していただきたいと思い審議地区

とした。 

 

【農政部農村整備課】 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

 《 質 疑 》 

 

【玉堀委員】 

農地集約に向けて、担い手の方に希望を聞いたということだが、具体に見込めるところは出てい

るのか。 

 

【農政部農村整備課】 

地域で話を聞いたが、やはり高齢化が進み、その集落でも確実に農業者が減っている状況。それ

に関しては危機感を持っている。食料自給率がバックにあり、農地を少ない人数で守っていかなけ

ればならないという意識が非常に高いので、規模拡大など農地を整備して、次の世代に優良農地を

残していこうといった思いは間違いなくある。 

 

【玉堀委員】 

そうした地域の希望を受け、先に整備をやっているということは十分うかがえるが、その働きか

けにソフト面も入れていかないと、ただお金は入れました、大規模にしました、でも誰も帰ってこ

なかった、誰も就農しなかったとならないよう、何か道筋というのも地元の人と話し合っていただ

きたい。 

 

【農政部農村整備課】 

ソフト的な取り組みとして地域の普及所では、現状を把握した中で、水稲直播をうたっており、
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これに伴い、メロンやトマトといったものへのシフトが進み、特にトマトは JAの出荷施設ができた

ので、これを有効活用していこうといったビジョンはできている。近隣の富岡地区についてもこの

ような普及所を巻き込んだかたちでの取り組みとなっているので、現地に行って直接話しをした感

触では、こちらに関しては十分見込みがあるのではないかと考えている。 

 

【玉堀委員】 

努力を続けてほしい。事業としては非常に理想的なことだと思う。 

 

【農政部農村整備課】 

公的な資金を投じる以上は、その辺の客観性などは確認して進めていきたい。 

 

【玉堀委員】 

お願いします。 

 

【野呂委員】 

ご説明いただいた中では、事業量の増加が、大きく予算が増えた理由の一つであるということで

よろしいか。 

 

【農政部農村整備課】 

新規受益地すなわち事業量が増加したということ。 

 

【野呂委員】 

先ほど、スマート農業や直播などをやられているという地区の話をされていたが、このスマート

農業をしている方が今回新たに事業量増ということで手を挙げたということか。 

 

【農政部農村整備課】 

もともと受益者の方が隣の農地を取得したので一体的な整備の要望があった。これが２名で  

１０．７ｈａ。その他後継者が帰ってきたため、新たに整備の要望があった。これが３名で９ｈａと

いうこと。この他に、スマート農業や水稲直播の関係で増やしたいという要望もある。 

 

【野呂委員】 

その方たちは当初事業を立ち上げたときには、農家として新しく入ってきた人か。 

 

【農政部農村整備課】 

人は一緒だが、新しい受益地を増やしたいということである。 

 

【野呂委員】 

この事業に参加されていたものの、事業着手時には実施を考えていなかったが、新しい動きがあ
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る中で、そこを増やしたいという要望があって増えたということか。 

 

【農政部農村整備課】 

そうです。 

 

【野呂委員】 

それが色々な場所に分散しているということですね。わかりました。あとは、大きな事業増にな

ると思うが、スマート農業などは、今かなり技術が進んでいる。今は過渡期ではあると思うが、そう

いったところも含めて事業量増というのは、今回道庁として問題なしと判断した背景はなにか。他

ではそれほど増えていないと思うので、特異的な感じがする。 

 

【農政部農村整備課】 

他地区の事例もお話しさせてもらったが、面的に２割くらい増えている中では１６８％の増とい

うことでやはり多い、その辺に関しては水稲直播の全道的な状況を見ると、水稲作付のうち２%ある

かないかくらいで、ここの地域においては、１２．８ｈａ、受益全部で３００ｈａくらいあるが、 

１２．８ｈａなので４%くらい。それで２６年に直播研究会も立ち上げて、課題意識が高いというこ

とで、この地域は直播の実績も多く、取り組む意識も高いのではないかという判断の背景がある。 

 

【野呂委員】 

例えば、水田とトマトの技術でこの地域がモデル地区となって、他の地域で技術拡大のコアにな

るなど道庁の方で担い手の確保、農業を安定してやっていこうとする中で、この事業を取り組んで

いくべき価値があると判断をされているということか。 

 

【農政部農村整備課】 

そうです。 

 

【内田委員長】 

農家から区画整理などの追加要望があれば事業が追加され、事業費が増加することが例年みられ

る。前回の評価で費用対効果が２．５５で、今回新たに３０ｈａ追加して工事費の変更もあるが、 

１．６４に落ちるようなものがあった場合に、新たに行う３０ｈａだけでＢ／Ｃを見たらＢ／Ｃは

どうなっているのか、わざわざ効果を薄めてその３０ｈａをやる必要があるのかどうかというのは、

この資料を見る限りでは合理的に説明されていないと思う。なぜ、３０ｈａを追加しなければなら

ないのかというのをもう少し説明していただきたい。 

 

【農政部農村整備課】 

地域農業を取り巻く状況が変化したということで、農家個々の要望があるのだが、事業主体側と

して事業を実施するかどうかは、地域全体の取り組む方向性などを踏まえ判断をしているところ。 
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【内田委員長】 

今後も情勢は変化すると思うが、今後も大幅な事業の追加は起こり得るのか。 

 

【農政部農村整備課】 

今回は２６年度の５月に水稲の研究会が立ち上がっており、そこが一つの区切りという判断。 

 

【内田委員長】 

例えば、この３０ｈａのところをやらないで効果を見た場合はどれぐらいになるか、そういった

試算をやりながら、この３０ｈａはやはり一緒に実施した方が良いということを検討しているのか。 

 

【農政部農村整備課】 

３０ｈａを除いた場合の費用対効果計算については行っていない。 

 

【内田委員長】 

この３０ｈａを追加するための納得できるような説明にはなっていない気がするが、山本先生は、

何かご意見はありますか。 

 

【山本副委員長】 

私もその部分は気になっていたので、実際に現地に行かせていただいた。将来また事業量が増え

るのではないかという懸念はどの事業でもあると思う。ただし、今回実際行って話を聞いて、実際

に見て、自分の土地、例えば区画を四角にしようというときに、他の人の土地と接していて斜めだ

った場合、他の人の土地を切り取って自分の土地を相手にあげて四角にするということをやる。換

地をされる方がいるが、自分の土地は触ってほしくないという意識を持っている方もいる。ですか

ら、過去に事業をしようとしてそれができなかった、それがずっと積み重なって、いよいよ自分た

ちがもう手放すのが見えてくるような状態になって、こういった整備をしていないと売るに売れな

い。預かってもらえない。集落営農協定を結んでいますから、営農をやらないという訳にはいかな

いので、誰かがそれを引き受ける必要性がある。そうした時に、確かに３０ｈａは大きいが、過去の

経緯とかを見ていて、今後のこの地域の営農を考えた場合に、今やっておかないともう駄目になる

というのはすごく感じました。受益者自身が希望を出すが、やはりこういう状況になると、将来予

測をきちんと道の方が示して、こんな状態になったら困るということを最初にしっかり説明してお

く必要があったと思う。現地でも言いましたが、今後はそのようなことがないよう伝えている。 

 

【内田委員長】 

はい、ありがとうございました。特に意見を付けなくても良いという意見でよろしいでしょうか。 

 

【山本副委員長】 

この事業自体ではなく、今後の事業に対してはきちんと説明をして将来予測をしてくださいとい

うことです。 
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《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○山本副委員長担当地区（審議地区） 

「08-25 河川総合流域防災事業費 アイヌ川」 

 

【山本副委員長】 

 昭和６１年の当初計画より事業費に１割程度の増額があり、また、工種が二層暗渠工という特殊な工

法であるため、その必要性、或いは、事業費に見合うものなのかという点について説明いただき、委員会

で検討していきたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【野呂委員】 

 全区間が二層暗渠となるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 東光川については、全て二層暗渠となる。 

 

【野呂委員】 

 それは、事業の当初からこの工法で実施する方向で考えていたのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 説明の中で、地元と話し、工法が変わる可能性があると話をされていたのは、どのような意味か。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今、二層暗渠の計画になっているが、計画を立ててから時間が経っているため、地元に改めて要望を聞

き、環境的な水路は必要ないようであれば断面の見直しを検討する必要があると考えている。 
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【野呂委員】 

 昭和６１年度の事業当初から景観性の高い安らぎの空間としての河川整備を掲げて進めてきているが、

今後、実際に地元にそれを望むかを確認するということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

はい。 

 

【野呂委員】 

 用地買収が難しかったようだが、事業再開できたのはいつ頃からか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 平成２９年度に用地が取得できた。 

 

【山本副委員長】 

 ヒアリングの際には、長い期間休止していたのでこの事業の必要性は薄いのではないか、また、二層暗

渠とし、ボックスの上を整備すると費用が増加するため、また、もともと親水利用されている水路ではな

いことから、全部ボックス化し、道路にすれば良いのではないかということを言った。 

 

【玉堀委員】 

 ボックスにすると、橋は必要なくなるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 橋の替わりにボックスを整備する。 

 

【玉堀委員】 

 そうであればボックスだけでいいと思える。 

 

【野呂委員】 

 橋がいらなくなるというのは、橋の架け替え等を行わなくていいということではなく、橋そのものが

必要なくなるということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 古い橋は撤去し、その後にボックスを整備し、その上を道路として使用する。 

 

【野呂委員】 

 橋梁架け替えより費用を節約できるものか。 
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【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 用地取得ができず、事業が進んでいなかったとのことだが、東光川の写真を見る限りではかなり流量

が多かったので、地元としては河川の安全性の確保に関して意見は出ていないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 旭川市から早く整備して欲しいとの要望はいただいている。 

 

【内田委員長】 

 進捗率は６４％だが、前回再評価時から３年延伸するくらいで完了するのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今時点の残事業費から検討すると、あと１０年くらいで完了すると考えられるため、平成４０年度完

了予定と考えている。 

 

【野呂委員】 

 二層暗渠の話だが、道としては、市街地の河川の氾濫を抑えるのが一番優先されることだと思う。そこ

を推進していく中、この二層暗渠で進めようという方向性で、それは橋梁の架け替えに費用が多くかか

らないことも含めて、道としてはこの計画で実施するという判断で良いか。地元からは、親水場所が要ら

ないとの意見があったからといって、橋梁の架け替えをするという形にはならないのではないか。橋梁

の架け替えに多額の費用を要するという説明をされているとおり、事業費は増加するため、道としては

自治体とのやり取りの中で明確に方向性を示さなければ、この事業期間内で災害防止という機能を果た

せないことも懸念される。現計画である二層暗渠を基本に進めていくという判断で良いか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 断面を見直す場合は、経済比較した結果も考慮しながら決めていく。 

 

【野呂委員】 

 最優先で守るべきものを速やかに守れる最善の方法とするのが一番良いと思っているので、よろしく

お願いする。 

 

【玉堀委員】 

 計画変更案を検討するに当たり、二層暗渠の費用について試算していないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 計画を立てた当時は経済比較をしており、安価な方法としている。 
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【玉堀委員】 

 だが２０年経過している間に状況も変わっているかもしれないのではないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 比較はしていない。 

 

【玉堀委員】 

 次回以降、こうした場合には試算をするよう検討願う。 

 

【建設部河川砂防課】 

 わかりました。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○山本副委員長担当地区（専決地区） 

「08-29 河川総合流域防災事業費 雨紛川」 

「08-05 広域河川改修事業費 牛朱別川」 

「08-07 広域河川改修事業費 富良野川」 

「08-23 広域河川改修事業費 望月寒川」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【山本副委員長】 

 基本的に専決地区と審議地区を分けるポイントとしては、今回の再評価に当たり、前回の評価あるい

は事業採択時の総事業に対して大幅に事業費が増加したもの、あるいは工種に大幅な変化が見られるも

のについては審議地区、事業費の変化が小さい、工種の変化が同様に少ない場合については専決地区と

した。 

 広域河川改修事業費の牛朱別川は、ほとんど変更はなく、富良野川は若干事業費が増えているが、全体

に比べればわずかで変更は少ないとして専決地区と判断した。また、牛別川、富良野川の事業については

危機管理型ハード対策としての堤防天端舗装を追加しているが、これは河川行政の変更により生じたも

のであり、事業計画そのものが違うわけではなかったため、今後もこれらの事業は継続することが妥当

であると判断した。望月寒川についても計画変更等はないので事業を継続すべきであると判断した。河
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川総合防災事業の雨紛川の事業費の増は、資材と労務費の増加によるもので、事業内容に変更はないた

め事業継続に問題はないと判断した。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該４地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○渡部委員担当地区（専決地区） 

「08-26 河川総合流域防災事業費 真駒内川」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【渡部委員】 

 本地区に関し、事業の重要性については、過去の状況を見ても浸水被害などを防ぐ点で重要な事業で

あること、また、工事の難しさや事業期間の延長などもあるが、現在のところ順調に工事は進んでおり、

特に大きな問題は発生していないことから、今回は専決事項として判断した。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○渡部委員担当地区（審議地区） 

「08-46 都市計画街路事業費 ３・３・２０永山東光線」 

 

【渡部委員】 

 本事業は、旭川のこ線橋を含む立橋の工事で、現状では非常に大きな交通渋滞が発生している地区を

改良する事業。当初、前回の委員会報告では、周辺で地下水を利用している地区があることから、この地

下水に対する配慮をしなければならず、それにより工法の変更等様々な問題が生じてきた。そのような

中で地下水位を把握していたのかいなかったのかについて、その際の担当課からの説明では、不十分で

あったため再評価として取り扱うことになっていた。地下水の利用について、前回の委員会でも話題と

なったが、配慮が不足していた部分があるとしても、このように地下水がある中で、本当に施工できるの

かという部分について、改めて設計図書などを確認した結果、当初案の工法自体は間違ったものではな

かったと私の方でも確認したので、現状では地下水に対する住民への配慮が足りなかったこと以外は大
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きな問題にはなっていないが、前回の委員会で再評価と決定した地区であるので、改めて審議いただき

たいと思う。 

 

【建設部都市環境課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【野呂委員】 

 事業費の変更について聞きたいが、橋梁工の施工計画の見直しによる仮設工の増加ということで、当

初、橋梁工は現道を通行止めにして施工する計画であったが、今使われている大きな道路を変えるとい

うことで、そもそも通行止めにする計画に問題はなかったのか、事業が開始して地元の要望等を含めて

片側通行という形になるよりも、そのような想定で進めなければいけない路線ではなかったのかを聞き

たい。 

 

【建設部都市環境課】 

 現道は２車線で、確かに渋滞はしているが、渋滞の主な原因としては、踏み切り部分で一時停止するた

めであり、交通量自体は他の道路で捌けるという想定をしていた。その時は、周りの渋滞状況は調査して

いなかったため、今回それを反映して、ここを通行させるように変更した。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○山本副委員長担当地区（専決地区） 

「08-38 急傾斜地崩壊対策事業費 旭川旭神３条１丁目」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【山本副委員長】 

 土留柵工の延長が増加したが、ヒアリングの際、実施にあたり精査した結果、延長する必要があると判

断されたもので、必然性が高いと言える。この延長分を含めて事業継続に問題はないと判断した。 

 

《 当該地区の対処方針 》 
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【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○渡部委員担当地区（専決地区） 

「08-33 通常砂防事業費 蒜沢川」 

「08-39 急傾斜地崩壊対策事業費 留萌南町４丁目２」 

「08-43 海岸浸食対策費 黄金海岸」 

「08-45 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 押出海岸」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【渡部委員】 

 いずれの地区についても変更があるが、これは地元との調整や、工法の変更などによる事業費の変更

である。他の事業と比べると、事業自体は小さいが、その背後に住んでいる住民を守る非常に重要な事業

であるということ、また、海岸の事業については、掘削してみないとわからない状況であったり、周辺の

環境と比べたところ地盤の土質が少し悪くそれに対する変更点など、いくつか変更はあるが、事業の重

要性、それからＢ／Ｃが確保できていることを配慮し、事業は着実に進んでいることを判断し、専決地区

とした。 

 

【山本副委員長】 

 津波・高潮危機管理対策緊急事業費、押出海岸の防護人口が２３人と非常に少ない。 

 

【建設部河川砂防課】 

 人家戸数としては、２６戸ある。 

 

【山本副委員長】 

 ２６戸で２３人ということは、人が住んでいない家があるのか。例えば、移転をしてもらう考え方をと

ることはないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 移転をするという考え方はとったことはないが、Ｂ／Ｃ自体は４．１ということで、十分なＢ／Ｃはで

ている。また、防護人口としては２３人、家屋は２６戸ということだが、事業所が８戸あり、それを考慮

すると、十分な事業効果が得られると考える。 

 

【山本副委員長】 

 わかりました。 
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《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該４地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○玉堀委員担当地区（専決地区） 

「08-31 通常砂防事業費 大曲の沢川」 

「08-32 通常砂防事業費 車止内川」 

「08-37 地すべり対策事業費 呼人（２）」 

「08-40 急傾斜地崩壊対策事業費 網走錦町４」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【玉堀委員】 

 この４つの地区は、すべて網走市である。事業は、通常砂防、地すべり、急傾斜地等と分かれているが、

土砂災害への対策で目的は同じである。完了予定年度についての変更はなく、事業費についても資材、労

務単価の上昇等によるものが多く、工事内容に若干の変更はあるが、相対的に多くなく、このまま事業を

進められるので、よろしいと考えた。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該４地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○内田委員長担当地区（審議地区） 

「08-01 道路改築事業費 江別恵庭線」 

 

【内田委員長】 

 この地区は前回の再評価の時も私が担当しており、その時は、川を渡るような通りであるが、複数本の

橋梁の必要性など、厳しい意見が出た。私が審議地区に選んだ理由としては、事業期間が延びていること

と、交通事故減少便益が増加していることが気になった。通常、道路の改良を行うと交通量を引き込む効

果があり交通事故が増えるため、交通事故削減による便益は出ないと考えられているが、増えているこ

とが上げられる。もう１点は、平成２５年度にボーリング調査を行ったうえで地盤改良工をＤＪＭとし

たが、再度工法を変更しているため、それについて説明が必要と考えた。 
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【建設部道路課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【渡部委員】 

 地盤改良の工法を変更したとあるが、粉体で混合しようとしたものをスラリーで混合する工法に変更

し、増額となったとのことだが、このような工事で粉体を使用するのは一般的なことなのか。 

 

【建設部道路課】 

 混合処理工法では、経済的に見ると粉体噴射撹拌工法の方が安価であるため、この工法が基本である

が、施工可能な土質条件があるため、地質調査や配合試験等の結果をもとに工法を選定している。第二角

山橋Ａ１橋台側の地盤改良についても、土質条件が粉体噴射撹拌工法の適用範囲内だったことから選定

していた。 

 

【渡部委員】 

 この２つの工法は、改良される柱体の改良径が異なっているが、こうしたことで何か考え方の違いは

生じないのか。 

 

【建設部道路課】 

 両工法とも土質条件や改良体の上にかかる荷重等を考慮し、所定の強度が確保されるように設計した

上で、必要な改良範囲における改良体の本数を決定している。 

 

【渡部委員】 

 一般的に混合処理工法は費用が高いので、何かあるとコストが急に増える。慎重な判断が必要。 

 

【建設部道路課】 

 調査結果を基に設計しており、施工前にもサンプリングした試料で配合試験を実施したうえで、必要

な改良強度としている。 

 

【内田委員長】 

 当初、粉体での実施を決めたときには、ある程度の根拠があって決めたのか、それとも経済的に安価な

ものとしたのか。 

 

【建設部道路課】 

 当時としては地質調査の結果をもとに、適用できる工法を比較選定した中で、安価な工法である粉体

噴射撹拌工法を採用した。 
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【内田委員長】 

 鉄塔の移設について、仮設と本設に分かれているが、当初計画ではそうではなかったのか。 

 

【建設部道路課】 

 平成２５年の再評価時では、平成２６年度に本移設が可能ということで地権者より了解を得ていたが、

契約の段階で地権者の同意が得られなかったため、移設先を変更することとなり時間がかかった。 

 

【内田委員長】 

 平成２５年度の再評価時には地権者との調整はなかったのか。 

 

【建設部道路課】 

 既設の鉄塔が、第二角山橋の橋台付近にあり、鉄塔の送電線が地盤改良の施工機械の支障となるため

当初から移設が必要だった。平成２５年度の再評価時は、仮移設位置に本移設することで地権者に了解

を得ていたが、その後、再調整が必要となり、平成２７年度まで交渉をしていた。 

 

【内田委員長】 

 本設は来年度実施し、その影響が他の工事にも及ぶのか。 

 

【建設部道路課】 

 本設自体は第二角山橋Ａ１橋台背面の地盤改良が完了し、載荷盛土による沈下が収束した後に移設す

るため、来年度に実施する予定だが、事業期間が延びたのは、既設の鉄塔の撤去が遅れたことによるも

の。 

 

【渡部委員】 

 載荷盛土についてだが、沈下が収束しないために載荷盛土を流用できなくなったのは、沈下が多過ぎ

て土砂を取れなくなったということか。 

 

【建設部道路課】 

 沈下の収束が想定より遅く、時間がかかっていることから土砂の流用ができなくなった。 

 

【渡部委員】 

 新たに盛土材を購入したため、工事が終わったときに、撤去した載荷盛土は残土として撤去するのか。 

 

【建設部道路課】 

 はい。 

 

【渡部委員】 
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 撤去した土砂が流用できなくなったのであれば、その土砂の搬出先はどうなるのか。 

 

【建設部道路課】 

 他の工事に流用すると思われるが確認する。 

 

【渡部委員】 

 調べていただきたい。 

 

（審議後、載荷盛土については今後予定している事業に流用する計画となっていることを説明し、了解

を得た。） 

 

【野呂委員】 

 鉄塔の移設の関係だが、平成２５年度の評価段階では、地権者との協議は、どのような状況だったの

か。 

 

【建設部道路課】 

 平成２５年度の再評価時は、契約を結ぶ前の段階であり、見込みの中で説明していた。地権者には、事

業説明をして内諾をいただいていた。今後は、変更がないように丁寧に説明し、対応していきたいと考え

ている。 

 

【野呂委員】 

 地権者に対し、過去に補償内容が変更となった事例を踏まえた説明をすることで、少しでも補償によ

る事業の変更を減らしていく努力を今後もしていただきたい。 

 

【野呂委員】 

 ガソリンスタンドに影響を与えることが判明し、軟弱地盤対策の変更による増額ということだが、影

響を与えることはどの段階で判明したのか。 

 

【建設部道路課】 

 物件調査に入り、ガソリンスタンドの施設がどの程度支障になるか確定し、残った施設に対し載荷盛

土による変位等の影響を検討したところ、営業に支障を及ぼすことが判明したため、軟弱地盤対策がガ

ソリンスタンドに影響を及ぼさない工法に変更した。 

 

【野呂委員】 

 当初から拡幅することにより用地買収等の補償予定はあったのか。 

 

【建設部道路課】 

 補償予定はあったが、物件調査に入る前はガソリンスタンドの営業の形態等も含め、地権者と交渉で
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きていなかった。 

 

【野呂委員】 

 物件調査をしたことにより何がわかったのか。 

 

【建設部道路課】 

 標識や照明、コンクリートのたたき等の補償物件が明確になり、補償後のガソリンスタンドの営業形

態が決まった。 

 

【野呂委員】 

 支障となる施設は移設と撤去をするのか。 

 

【建設部道路課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 撤去した上で、残存する施設への影響をなくすために、新たな改良を実施するのか。 

 

【建設部道路課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 今後さらに事業費が増える可能性はあるのか。 

 

【建設部道路課】 

 現時点ではない。 

 

【内田委員長】 

 鉄塔の件について、来年度から本設を実施するが他に問題はないのか。 

 

【建設部道路課】 

 北電に鉄塔移設費のほか、土地の購入費も補償しており、北電と地権者との間で契約されているので

問題はない。 

 

【内田委員長】 

 他の事業でもそれで訴訟になった例もあった。補償の問題で事業の延伸や事業費の増加もあるため、

確実に実施してほしい。 
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【建設部道路課】 

 前回の再評価時に、こうした状況をきちんと確認しておくべきだったと思うが、事前交渉をしていて

も補償費の金額については契約年度にならなければ提示できないこともあり、そこで地権者の考えが変

わることもある。今後も地域に対して丁寧な対応をしていきたいと考えている。 

 

【内田委員長】 

 こうした状況を踏まえ、事業の達成が十分見込まれると評価されているところか。 

 

【建設部道路課】 

 はい。 

 

【内田委員長】 

 それに対して委員の方が意見を出しているが、委員会として付帯意見をつけなくてもよろしいか。 

 

【野呂委員】 

 調査してみないとわからないものや進めていかないとわからないものは当然あると思うが、そこで大

きく金額が増える事業では、再評価の段階で不確定要素はきちんと説明するべき。この事業だけではな

いが、きちんと考えていただきたい。変更や増額はどうしてもあるとは思うが、減らす努力を目に見える

形でしていただきたい。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○内田委員長担当地区（専決地区） 

「08-02 道路改築事業費 泊共和線」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【内田委員長】 

 この地区は、完了年度に変更はないが金額の増加が大きい点が気になった。また、線形の変更があり、

当初計画では旧炭鉱付近を通るということで、通常考えるとそのようなところにトンネルを掘ると炭鉱

の穴の跡があるため普通は避けるだろうと考えるが、当初計画ではそこを通って安価に施工できるとい

うことになっていた。詳細な調査をしたところ、やはりそこは避けるべきということとなり、大幅な事業

費の増加が見込まれることになった。この事業は、整備後に泊原発の避難経路に指定される予定の路線
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であると認識しており、重要な道路と位置づけられている。金額が大幅に増えたのは検討すべき点であ

るが、事業の重要性は非常に大きいと考え、専決とした。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○玉堀委員担当地区（審議地区） 

「08-27 河川総合流域防災事業費 チマイベツ川」 

 

【玉堀委員】 

 この地区については、２年前に平成３１年度完了予定としていたが、それから２年なのにも関わらず

事業費も増えており、事業期間も９年延長しているところに疑問を感じたことが一つと、石油管橋で土

留工が必要になり費用が膨らんだが、その他の橋について問題はないのか、説明していただきたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本副委員長】 

 石油管橋と並行する形で道路橋がありこれも架け替えるが、石油管橋を道路橋に添架することはでき

ないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 通常、下水や上水の管は橋に添架する場合が多いが、今回は重油を運んでいる管で危険性が違うため

添架はしない。 

 

【山本副委員長】 

 それは何らかの法律的にできないということなのか。２本の橋作るよりも１本で済ました方が安く上

がる。 

 

（審議後、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示により、石油管は空中に出ている場

合には道路から一定の距離をおくことになっているため、道路橋に添架はできないことを説明し、了解

を得た。） 
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【野呂委員】 

 計画変更の残土処理の件だが、当初予定していた無償で受け入れるところが満杯になったとのことだ

が、当初の予定で出る土の量よりも超えたという状況なのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 当初はそこに全部入れる予定だったが、他の工事の残土も同じ場所に入れた結果、満杯になってしま

った。 

 

【野呂委員】 

 搬入する土の量の計画は道から自治体に説明され、その予定している土砂の入る量がある程度見えて

きた段階で、どうするか交渉に入っていくと思うが、そうではなく、満杯になった時点で受け入れないと

いうことか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 市にも満杯になったら他の場所を紹介してもらうことにはしているが、市の方では用意できなく、や

むを得ずこちらの方に処分することになった。 

 

【内田委員長】 

 平成２８年度に変更し、２年しか経っていないのにもう１回変更して事業期間を９年延ばすのは、小

出しにしているような印象がある。平成２８年度の変更の時点では、新たな工事が必要になることは想

定出来なかったのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 平成２８年度時点では、今回追加する土留工はわからなかった。 

 

【山本副委員長】 

 計画変更で、先ほどの残土の受け入れ先の話だが、今は当初の置き場に全然入れてない状態か。これま

でに何万トン運んだのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 時間をいただき、調べさせてください。 

 

（審議後、当初から予定していた処理場には７万 m3運んだことを説明し、了解を得た。） 

 

【野呂委員】 

 事業期間について、平成２８年度の変更の時点では完了予定を平成３１年度に変更し、さらに今回１

０年延伸する。変更せざるを得ない状況はもちろんあるが、事業計画を見直す際には、さらに慎重に検討

していただきたい。 
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【建設部河川砂防課】 

 我々も早く工事を終わらせて、早く事業効果を出したいという気持ちはもちろんあるが、どうしても

事業費が増えていくことに伴い、また、建設事業の予算が減ってきていることなどから、やむを得ず事業

期間を延ばしている。なるべく早く終わらせたいという思いもあるが、今後それだけの予算を付けられ

るかというと担保もないため、現実的なところで完了予定年度は設定している。 

 

【野呂委員】 

 例えば、今後５年以内に終わる予定のものやある程度中期的に見通しがたつものについては、もう少

し別の視点で検討した方がいいのではないか。 

 

【玉堀委員】 

 私の感覚として、道は事業費の枠で考えているわけで、一般人とはそこが違う。枠があるかないかでは

なく、いつまでに終わらせられるかということ。予算がいくらあり１年にいくら使えるからという考え

方は普通の人はしない。ここが道と一般人との完了期間の決め方の違いであると思う。そこをもう少し

年度を早めて繰り上げられないのか。今後、予算と年数の折り合いをなるべく縮めていく、差がないよう

にしてほしい。 

 

【内田委員長】 

 平成２８年度時点の変更でそれから３年間の計画を立ててできなかったのに対して、今、平成３０年

度で１０年後のことを自信を持って言えないと思う。また、予算に限りのある事業であればこそ、コスト

縮減の取り組みをもっと厳しく取り上げていくものだと思う。コスト縮減の取り組みを厳しく行うとい

うような意見を付けて、今後も事業を進めていくというのが良いと思う。事業期間も大幅に延びており、

事業費も増額しているので、そのような取り組みをきちんと行っていくということで、今後の対処方針

は妥当ということでよろしいか。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○玉堀委員担当地区（専決地区） 

「08-04 広域河川改修事業費 阿野呂川」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 
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【玉堀委員】 

 栗山町の河川で、これについても平成２８年度に事業費の変更があり、今年度も事業費及び完了期間

の変更をしているが、大きな変更ではなく、工事の重要性についても変わりはないため、継続で進めてよ

ろしいということで、専決にした。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○野呂委員担当地区（審議地区） 

「08-08 広域河川改修事業費 剣淵川」 

 

【野呂委員】 

 本地区は、事業着手が昭和２３年とかなり古くから進めており、現在、平成３７年を完了予定としてい

る事業ということで、実際に古くからやっている事業について、きちんと問題なく進んでいるのか皆さ

んに改めて見ていただいた方が良いのではないかというところと、流域が広域になっているところもあ

り、道路橋７２橋の架け替え、残りは１２橋だが、その架け替えを含めてみていただきたいため、審議地

区とした。実際に現地を１０月１５日に見に行き、図面で見ただけではわからない現地の状況、実際に最

初に事業を実施された河川の状況なども見せていただいた中では、今後すぐ問題があるようなものでは

ないと感じたほか、橋もきちんとできていたので、問題ないと思っている。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本副委員長】 

 概略平面図で、六線川地区の下流は平成２９年度まで施工の黒い色が本川の方にきているが、その間、

白い色になっている。これは工事を行わないということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 この事業ではなく別の事業で河川改修を行っている。 

 

【山本副委員長】 

 別事業についての記載は評価調書にあるか。 
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【建設部河川砂防課】 

 評価調書に記載はない。 

  

【山本副委員長】 

 この六線川は全部別事業で施工するということにならないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 区間を決めてその部分だけ違う予算で施工しており、その事業については期限があった。 

 

【山本副委員長】 

 緊急工事のようなものか。わかりました。 

 

【野呂委員】 

 別事業で施工したことは聞いていなかった。概略平面図の白い部分は流下能力的には問題ないという

ことで、この事業では扱わないという話だが、他の事業で実施しているのであれば、評価調書の「関連す

る事業」に該当しないのか。 

 この流域で事業を実施している中で、他の事業できちんと流下能力を確保できているということであ

れば、関連する事業の意味合いとして、今の事業を動かしていく中で変動の可能性があるものを書かれ

るものなのかもしれないが、別事業の記載があると、道民として評価調書を見たときに丁寧な扱いにな

るのではないかなと思う。 

 

【建設部河川砂防課】 

 評価調書の記載の追加を検討する。 

 

【野呂委員】 

 橋梁の架け替えだが、現段階で１２橋になっているものについては統合を図ってきた結果、１２橋に

なったということか。防災の機能を早めに出すというところでは、これだけコスト縮減の話が出ており、

その中でも河川事業者だけで橋を減らすことは当然できないと思う。この地域でどのように今後減らし

ていくかも含めて、広い視野で考えた方が良いのではないかと思う。 

 

【内田委員長】 

 進捗率が非常に高いので、もう暫定的な効果がかなり出ていると思うが、あと７年かけて６％分、２７

億円分、どうしても実施しなければいけないことを説明する資料は用意されているか。ここで終了する

とどれくらいの効果があるのかというのは計算されてないが、そのような議論をしたいので、補足的な

情報があれば教えていただきたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

 資料はないが、これから施工予定のところも実際に浸水被害があった箇所があるので、そういった点
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では実施する必要はあると考えている。 

 

【内田委員長】 

 この事業だけではないが、どうしても全て完了することを前提に資料が作られている。現時点でもあ

る程度の効果は出ているはずだが、この資料だけだと浸水区域を対象とした工事ということはよくわか

るが、今の整備状態でも浸水する区域があるのかどうかまではわからない。 

 

【建設部河川砂防課】 

 施工済みの箇所は溢れないが、整備していないところは改修が終わるまでは、計画している雨が降っ

たときには溢れる。 

 

【山本副委員長】 

 イパノマップ川地区の最上流側にある桜橋と梅橋は国道橋か。これは架け替えの対象になるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 架け替えの予定はない。 

 

【山本副委員長】 

 わかりました。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○野呂委員担当地区（審議地区） 

「08-09 広域河川改修事業費 小石川」 

 

【野呂委員】 

 小石川は、北見市の市街地の近く郊外部に行く手前くらいの住宅街に密接しているところ。進捗率が

９０％あり、他の地区とさほど違いはないとも思ってはいるが、玉堀委員の審議地区にもあった完了予

定が平成３０年度といった中で、今年平成３０年度に完了予定を平成３６年度に変更している。現状の

ルールであれば不備がない状況であるが、完了する年に事業期間を延伸することは他の地区でもありえ

るので、審議地区とした。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 
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《 審 議 》 

 

【内田委員長】 

 評価調書の変更①で平成２７年度のときの変更理由が壁面部材を広くしたと書かれてあるが、その時

の理由に、資材、労務単価の上昇は含まれないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 変更①では、変更となった部分は平成２７年度の単価で算出し事業費は減額となっている。変更のな

かった部分については、平成２７年度時点の労務単価の上昇等を事業費に反映させるという考え方はし

ていなかった。 

 

【内田委員長】 

 わかりました。 

 

【野呂委員】 

 残事業の精査の考え方は、説明があり理解しているが、事業最終予定年度に近づいている事業であれ

ばあるほど、本当にその事業が終わるのか、もしくは本当に危ない場所であれば集中的に予算を投資し

て他の地区を休止してでも完了させるという判断が今後必要となってくると思うので、そのような考え

方もした方が良い。小石川はこの段階で１年だけ延びるということであればわかるが、６年延びるとい

うのは１年間の予算の判断という問題ではないと思う。それをどのように、道の方で判断して進めてい

くかという考え方を今一度考えていただきたい。平成３０年度完了予定が６年延び、事業費が増える理

由が資材と労務費の単価の上昇、増額したゆえに事業が延伸するという、負のスパイラル的になってい

る状況があると思うので、この事業だけではなく、もう少し考えた方が良いと思う。 

 

【内田委員長】 

 労務単価の上昇は東日本大震災の後、軒並み言われていた。今年度でなぜ変更するのかという印象が

ある。平成２７年度の時には反映していなかったと言われているが、そこに焦点を当てていなかっただ

けで、傾向としてはあったような気はする 

 

【建設部河川砂防課】 

 労務単価の見直しによる増額については、再評価を受ける時点で見直しを行い、事業費を増額すると

いう考え方をしていたため、何らかの変更があればその時点で増額すべきとの考えもあるが、今の考え

としては再評価時点で、全体事業費の見直しをしている。 

 

【内田委員長】 

 昨年には事業期間の延伸はだいたいわかっていたということか。 
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【建設部河川砂防課】 

 小石川については、残事業費もあるが、平成３０年度に完了するということで考えていた。 

 

【野呂委員】 

 今後は、適切な時期に見直しをすることにより、良い事業になるのではないかと思う。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○野呂委員担当地区（専決地区） 

「08-10 広域河川改修事業費 無加川」 

「08-15 広域河川改修事業費 佐呂間別川」 

「08-16 広域河川改修事業費 斜里川」 

「08-19 広域河川改修事業費 頓別川」 

「08-24 広域河川改修事業費 網走川」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【野呂委員】 

 説明いただいた事業については、基本的に大きな、例えば事業の内容の変更は特になく、資材、労務費

等の関係で、事業費が増えたところと、期間が延びるといったことが主であり、それ以外の事業の必要性

や、また斜里川や頓別川は河川の環境への配慮もきちんとされており、特段問題等もないため、専決とし

た。網走川については、道とは関係ない別事業で懸案があり、ほとんど事業は進んでいなかったが、今後

は順次進めていけるとのことで、用地補償の方も問題ないため、専決とした。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該５地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○内田委員長担当地区（審議地区） 

「08-20 広域河川改修事業費 堀株川」 

 



33 

 

【内田委員長】 

 この事業を審議地区としたのは、比較的進捗率が高くなく８０％程度ということと、前回評価から事

業期間が３年延びており、更に変更①と②の間を見てみると、変更①が平成２９年度で、変更②というの

が平成３０年度、１年足らずの間に変更があるということで、審議地区とした。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本副委員長】 

 先ほどの北見の小石川と比べ、非常にＢ／Ｃが高い。洪水被害防止効果が非常に高く感じているが、こ

の地区は何か特別なことがあるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 少し時間を頂き調べたい。 

 

【野呂委員】 

 計画変更について、事業費の増額の理由は仮橋の設置ということだが、橋の架け替えに２年かかると

ころを１年に短縮する、例えば掘削を止めて橋に予算を集中させて１年間で終わらせる等、２年間使え

ないところを１年間に短縮することにより、仮橋を設置しなくても許容してもらえるような可能性はな

いのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 ２ヵ年施工という理由のほかに、生活道路として利用していることも大きい。２ヵ年の施工について

も橋梁の上部工を製作し、下部も作り１年で架け替えるのは工程的に難しいため、２ヵ年にしている。 

 

【野呂委員】 

 予算の制約ではないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【内田委員長】 

 平成２９年度の時には仮橋が必要だと思っておらず、平成３０年度に急にわかったことだと思うが、

平成２９年度の時にはなぜ必要ではないと判断したのか。 

 

【建設部河川砂防課】 



34 

 

 道路管理者とは協議をしていたが、道路管理者と地域の方の説明がまだ終わっていなかったのでわか

らなかった。 

 

【内田委員長】 

 その時、仮橋は架けないという話をされていたということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。道路管理者としても仮橋は無しという話をしていたが、地域住民の方から２ヵ年かかるなら仮

橋がほしいという話が出た。 

 

【内田委員長】 

１ヵ年であればいらないという話はされているのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 そこまで具体的に話を聞いていない。 

 

【内田委員長】 

 平成２９年度の時点ではなぜ住民に説明する前に変更したのか。その時点では平成３０年度には住民

との話し合いを持つ予定だったと思うが、それで大幅に計画が変わり得るのは容易に予測できるとは思

うが、そこをなぜ後回しにして計画変更したのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 住民との協議が平成２９年度ということで、平成２９年度の変更の時には間に合わなかったため、今

年度変更した。 

 

【内田委員長】 

 平成２９年度に変更した後に、住民と議論を始めたということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。確定したのが平成２９年度末であったため、今年度変更になっている。 

 

【野呂委員】 

 ９号橋と学橋の距離が地図上で見ると離れてはいないので、施工時期をずらすことによって仮橋を作

らなくても良い可能性はないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 ２つの橋は、普段から生活道路として使っていることもあり、地元の意向としては今ある箇所でその

まま使いたいということ。 
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【野呂委員】 

 同じ時期に同じように架け替えする予定なのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 予算の関係にもよるが、施工時期はずれると思う。 

 

【野呂委員】 

 迂回路として使えないのかという気もした。予算が増えるとそれだけ事業期間が延び、安全な河川が

出来上がるのも遅れる。地域の河川をいかに早く機能を持った河川にするかといった観点では、どちら

かの橋を迂回路にし、その分だけ事業が短く済む可能性もあるということを含めて協議した方が、仮橋

が不要となる可能性もあるのではないかと思う。もちろん現地の状況次第なので、一概には言えないが。 

 

【建設部河川砂防課】 

 実際に他の河川では、確かに違う橋を迂回路として使っている事例もあるため、今後も道路管理者と

協議はしていきたい。 

 

【内田委員長】 

 仮橋で増額する分を削るような検討は必要だったと思うが、今後もそういった検討は可能か。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今後は近くに迂回路があるようであれば、検討したい。 

 

【内田委員長】 

 この地区での検討はできるか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 この地域は、既に住民との話は終わっているため難しい。 

 

【内田委員長】 

 コスト縮減の余地はないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 もう一度確認することはできるが、実際、仮橋を無くすことができるかはわからない。 

 

【山本副委員長】 

 これからの施工区間でＪＲ橋があるが、それは架け替えるのか。 
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【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【山本副委員長】 

 新幹線がきたらどうなるかわからない路線ではないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 そうかもしれないが、私どもの立場では言えない。 

 

【山本副委員長】 

 まだ新幹線が通るかどうかもわからないが、そうしたあやふやな状態で整備した後に廃線になれば無

駄な投資になる。それならば、決まるまでそこの橋には手をつけないのが正しいやり方ではないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 ＪＲとの協議もあるが、ＪＲで間違いなく廃線しないということであれば架け替えになる。もしまだ

わからないということであればＪＲ橋の断面見合いで先に上流に上がる等、暫定整備的なことはできる

と思う。 

 

【山本副委員長】 

 わかりました。 

 

【内田委員長】 

 仮橋を設置しないで施工できるような余地があるのであれば意見を付けてコスト縮減というのもある

かと思うが、野呂委員は、何かご意見はありますか。 

 

【野呂委員】 

 平成２６年度時点の変更で、もともと協議できるかというとかなり厳しく、この形で進むしかないの

かと思う。 

 

【内田委員長】 

 今後の事業にもし反映できるのであればそのような取り組みをしていただきたい。また、このような

議論は起こると思うので、決定に至った経過を整理しておいていただきたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

 先ほどのＢ／Ｃの話だが、調べたところ溢れる頻度もＢ／Ｃの大きさに反映されており、斜里川等に

比べて堀株川の方が溢れる割合が高いということで経済効果が高くなっている。 

 

【山本副委員長】 
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 頻度とは。 

 

【建設部河川砂防課】 

 改修前の断面が、ある程度大きいとあまり溢れないので便益もそんなに出ないが、計画流量に対して

小さい断面だと溢れやすいので便益が上がってくる。計算の考え方が、改修前の断面に対して、計画流量

を流した時にどうなるかということなので、断面を大きく広げる方が便益を大きくできるような計算に

なっている。 

 

【山本副委員長】 

 断面を広げると便益が大きくなるということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。小さい断面を大きくすればするほど便益が大きくなる。 

 

【山本副委員長】 

 １回浸かったらという考え方ではないのか。計画流量を流して、１度浸かったらここまでが氾濫する

という計算。そこでの資産価値であり、頻度は関係ないのではないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 元々がある程度大きい断面だと、確率規模がある程度大きい雨にならないと溢れないということにな

り、元々が非常に小さい断面だと、非常に小さい確率規模の降雨でも溢れることになる。その違いが反映

されるという計算方法になっているので、確率規模の小さい雨でも溢れる場合にはＢ／Ｃが大きく出る。 

 

【中津川委員】 

 回数がカウントされるということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 回数はカウントされない。頻度という言い方をしているが、正確には確率規模のこと。確率が１．５分

の１の雨でも溢れてしまう川と、１０分の１の雨で溢れてしまう川で、計算結果が変わる。１０分の１で

溢れる川については、Ｂ／Ｃが大きく出ないが、１．５分の１の雨で溢れるような川についてはＢ／Ｃが

大きく出るという計算手法となっている。 

 

【山本副委員長】 

 それは氾濫区域面積がまったく同じであったとしてもそのようになるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 
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【中津川委員】 

 それは１回ではなく何回も溢れるという手法が中に入っている。 

 

【建設部河川砂防課】 

 氾濫面積と氾濫するときの確率規模を踏まえて計算結果が出されている。 

 

【山本副委員長】 

 わかりました。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○内田委員長担当地区（審議地区） 

「08-22 広域河川改修事業費 余市川」 

 

【内田委員長】 

 基本的な考え方は前の事業と一緒だが、前回評価から事業期間が延伸しており、事業が１０年間延伸

している。また、進捗率がそんなに高い方ではない。主な要因としては事業期間の延びが著しく長いとい

うことで審議地区にした。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本副委員長】 

 事業着手後の平成１０年９月の洪水で家屋２４戸が浸水となっているがそれはどの辺りか。その時、

平成１０年には流下能力を表す図はどのくらいの状態だったのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 平成１０年に溢れた区間は下流の市街地のところ。 

 

【山本副委員長】 

 国道の際か。 
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【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【山本副委員長】 

 平成１０年以外には被害はないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 ここの地区はない。 

 

【山本副委員長】 

 今、流下能力を見ると、平成２９年度までの施工で概ね５０％以上は確保されている。これから２０年

もかけて実施するなら、ここで１度止めるという考え方はないであろうか。被害もあまり出ていない。昨

今の降雨の状況が変わってきていると言いながらも、被害が見られない。 

 

【建設部河川砂防課】 

 これまでたまたま被害がなかったが、これから必ず溢れるような雨が降らないとも限らないことから、

一度計画している以上、計画している雨に対しては安全な川を作るということで進めていきたいと考え

ている。 

 

【山本副委員長】 

 これからも費用がかかるので一度休止してもいいのではないかという提案をしている。その分急ぐべ

きところを実施する、要するに選択と集中。そのようなことはできないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 休止という考え方もあるが、休止している間にもし何か被害があった時には河川管理者として責任も

出てくるため、予定どおり事業は進めたい。 

 

【内田委員長】 

 完成は２０年後なので、着実に住民の数は減っていくような気がするが、それを踏まえると、それだけ

遅れると調書に書いているような効果は本当にあるのか。どうしても実施するのであれば本来は客観的

な資料がほしいところ。ここにあるアウトカムというのは、２０年後のものを書かれているのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 現在の家屋数等を記載している。 

 

【内田委員長】 

 完了は２０年後で、完了してから５０年間の便益を推定するときに、現在の世帯数で計算すると、便益

が大きく出ているような気がする。それを踏まえてもそのような議論、少しでも大きな雨が降る確率は
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ゼロとは言えないので、ノーとどこまで言えるのかという感じはする。ここで出ている便益も、現在の世

帯数で出しているのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【内田委員長】 

 ２０年後にできるものの効果を、この人口減少時代に、今の人口で計算するのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今の計算上ではそうなる。 

 

【中津川委員】 

 今のような話は、河川事業ではほとんどすべてに近いくらいあると思う。とにかく河川事業は完成ま

で長い。Ｂ／Ｃも将来のことを考えるとよくわからないような話もあり、私はずっと主張し続けている

のは、事業達成の見込みは「ａ」でなくて「ｂ」にすべきではないかということ。課題があるとして留意

事項にしていかないと、１０年先２０年先どうなっているかわからない話は、今、指摘があったような思

いを反映しておかないと、将来どうなろうがすべての事業継続は妥当となる。雨の降り方も変わってく

るし、必要だということにはなるが、こうした指摘もあるので、何か反映するような評価の仕方が必要で

はないか。 

 

【建設部建設政策課】 

 ここで事業達成の見込みと書いているのは、今の段階で想定し得る事象に対して事業達成の見込みを

書いている。 

 

【中津川委員】 

 今の段階で疑問が出てきている。 

 

【建設部建設政策課】 

 将来のどこを予想するかということもあるが、そのために５年おきに見直しをしている。今、２０年後

を想定し、確かに言われる懸念材料はわからないわけではないが、それを見越して評価というところま

ではなかなか難しい。 

 

【中津川委員】 

 それが答えられない以上、やはり課題はあるということ。 

 

【建設部建設政策課】 

 今回は「事業期間が長期に及ぶが」という書き方をさせていただいた中で、現時点では明らかな課題は
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ない。 

 

【中津川委員】 

 長期に及ぶことが、現状では課題なのではないか。 

 

【建設部建設政策課】 

 長期に及ぶため、５年毎に評価をしていると捉えている。 

 事業期間が長いのは確かに懸念があり、長いことに対し不確定要素を抱えているところもある。さき

ほどの剣淵川のような事業があったが、終わりが見えてきている河川も確かにある。 

 

【中津川委員】 

 その終わりが見えている川はそれでいいと思う。だがこの地区のように平成５０年では、そこまで先

の評価ができるかどうか。 

 

【建設部建設政策課】 

 それは現時点で明らかなものでない限りは、現時点で評価せざるを得ない。 

 

【中津川委員】 

 Ｂ／Ｃは今の時点では出ているし、必要性もあり、整備はする。だが今評価するのは平成５０年に完成

するまでの評価をしろという話。それはちょっと無理ではないかと思う。そうであれば、他の委員も言っ

ているとおり、河川事業で追加される支川の改修などについては、評価を切り離して行うべき。それがで

きないとしたら、課題としては少なくともあるということを認めて、それがわかるようなことをしてい

かないと、全て良いという話にはならないと思う。 

 

【庄子委員】 

 今の発言の確認だが、５年毎で切っても、再評価をかけるときは過去の便益もさかのぼって算入する

ので、もう一回仕切り直しにならないのか。 

 つまり事業が一体となっているので、８割施工し効果も発現されている。そこで残り２割を実施する

かどうかという時に、事業評価をするときには８割完了した分も計算に入れるので、その計算でやると

一回計画したらもう計画は潰れない。だから５年毎にメッシュを切ったからといって、現時点での評価

にはならないと思うし、１回計画したら災害の危険性がある限りはずっと進めるという言葉に反映され

ていると思う。 

 

【建設部建設政策課】 

 ５年毎に評価しているというのは、家屋数等、氾濫区域にある資産等が変わってきていることを反映

するという意味で話した。 

 

【庄子委員】 
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 逆に聞きたいのは、それがどんどん減り、５年毎の再評価でＢ／Ｃが１切った場合には事業を止める

のか。 

 

【建設部建設政策課】 

 Ｂ／Ｃが１を切った場合は、例えば上流側にもう誰も人がいなくなったとか、農耕地も何もなくなっ

たとなれば、別の考えもあると思う。 

 

【庄子委員】 

 Ｂ／Ｃが、１を切ったものの扱いをどうするか我々には全く見えないが、そのような場合はどうなる

のか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 事業としてはやはり計画区間全体でＢ／Ｃを出し、国の交付金もそれが採択要件の一つになっている。

その区間全体のＢ／Ｃが一定程度あるから事業継続と考えている。 

 

【庄子委員】 

 中津川委員が言うように、必要な見直しを行わないと全てが良いとなってしまうことになると思う。 

 

【内田委員長】 

 今後、人口が減少し続けていく中で、今の人口をフィックスにして、Ｂ／Ｃを計算することや、２０年

後を議論するのは違和感がある。不確実であったとしても傾向はわかっているのであれば、そのことを

反映しても良いのではないか。今と全く状況が変わらないという前提が難しいような気がする。何らか

の意見はつけた方がいいと思うがいかがか。 

 

【玉堀委員】 

 概略図を見ても、平成２９年度まで施工という黒い部分だが、これは非常に短い。だが進捗率はもう８

５％まできているため、残りのこの長さはあまり効果がないような感じであるため、やはり内田委員長

の言われるように、見直すような意見を付けておいた方がよろしいと思う。出来上がっているところは

ほんの少しだが、一番効果的なところはだいたい終わっている印象がある。 

 

【内田委員長】  

 事業期間が１０年も延びるので意見はつけた方が良いと思うが、ただ社会情勢の変化を鑑みた上でも、

できるだけ工期縮減を図る等、そのような文言を入れた方が良いと思うがいかがか。具体的にどういう

記述にするかは一任していただきたいと思うが、そのような条件を付けた上で今後の対処方針は妥当と

いうことでいかがか。 

 

【玉堀委員】 

 その方がいいと思う。 
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《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○内田委員長担当地区（専決地区） 

「08-03 広域河川改修事業費 柏木川」 

「08-13 広域河川改修事業費 尻別川」 

「08-17 広域河川改修事業費 朱太川」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【内田委員長】 

 基本的には、進捗率も概ね９０％以上とかなり進捗していることがあげられると思う。完了時期は延

びていないが、若干事業費が伸びているのは、やむを得ない事情及び労務単価、資材の上昇と消費税率の

変更である。やむを得ない事情で若干工事費が上昇しているが、完了年度は変更になっていないという

点で専決地区とした。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該３地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○全員評価地区 

「08-06 広域河川改修事業費 利根別川」 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本副委員長】 

 現地を見させていただいた。特に南利根別川の河川が直角に曲がっているところは、洪水の被害もあ

るため、できるだけ早く整備をしていただきたい。現地でも言ったが、平成４５年度と言わず、できるだ
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け早く完成していただきたい。 

 

【内田委員長】 

 事業費が１０億近く伸びているが完了予定年度が変わらないのはどういうことか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 平成４０年度以降の完了予定年になっている事業については、今後情勢がどうなるかわからないとい

うこともあり、予算が増えてくる可能性もあるため、完了予定年を見直していない。 

 

【中津川委員】 

毎年のように変更があるが、例えば平成２７年度の軟弱地盤対策や計画断面の最適化の話は、工事を進

めていく中でそのような判断が出てきたのか。平成２８年度の天端舗装は鬼怒川の破堤で、これは国の

政策ということはわかるが、平成２７年度の変更は、もう少し精査していれば、前々からわかり、計画に

織り込むことができたのではないか。頻繁に変更しているのはどういうところなのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 変更内容がわかった時点で、その都度、変更をしている。平成２６年度の変更の時に、この地質調査の

結果も判明し間に合えば合わせて変更したかったが、それ以降に軟弱地盤対策が必要であることがわか

ったため、その都度変更しているものである。 

 

【中津川委員】 

 言いかえると、また来年も出てくるし再来年も出てくることもありえることなのか。事業を進めなが

らこういう事情がいろいろ出てきてその都度増額することがあり得るのではないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 詳細な調査設計を行わなければ事業費を精査できないものもあるため、変更する必要がある。 

 

【中津川委員】 

 ロングスパンの評価だと思うが、そうではなく１年毎の評価も考えていかなければだめだということ

になる。 

 

【建設部河川砂防課】 

 事業費が大幅に変更するような場合には別途、委員会にかけることとなるが、今回は大幅な変更では

ないということで、再評価を受けずに変更している。 

 

【内田委員長】 

 河川の事業全部がそうだが、資材、労務単価の上昇は平成３０年度にだけ変更されている。以前からそ

う言われている気はするが、なぜ今年度の変更なのか。 
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【建設部河川砂防課】 

 平成２８年度の再評価から、再評価の時に見直すようにしている。 

 

【内田委員長】 

 平成２８年度の変更は再評価ではないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 再評価ではない。 

 

【内田委員長】 

 資材、労務単価の上昇は反映されていないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 反映されていない。 

 

【内田委員長】 

 一貫性がないような気がする。再評価でないと反映されない。変更の時に一緒にしないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 平成２８年度の変更のときに追加している天端舗装の工事費については、その時点の労務単価や材料

費の単価を使っている。 

 

【玉堀委員】 

 評価調書の変更⑥は追加だから、追加の工事についてはその時点の労務単価や材料費で計算している。

今回は再評価だから、総事業費を見直した。近年は、東日本大震災もあるが、東京オリンピックで資材や

人も集約されるので、上昇していると言っている。 

 

【内田委員長】 

 変更⑥の時に資材や労務単価の上昇分を一緒に見直せば、今回は変わらないはず。 

 

【建設部河川砂防課】 

 変更⑥の時点で、平成２８年度以降の残事業費に資材や労務単価の上昇分を見直すことはできたが、

平成２８年度と平成３０年度でも労務費や資材費は変わっているため、その分は上乗せをすることとな

る。 

 

【中津川委員】 

 毎年見直さなければいけないということか 
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【建設部河川砂防課】 

 はい。そのため、再評価の５年毎に見直すこととしている。 

 

【野呂委員】 

 前回の再評価は平成２５年度だが、その時は平成２４年度に変更し平成３０年完成予定で、まだ新し

く指定した区間は追加しておらず、平成３０年度完了をめざした事業で再評価を実施したということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

その再評価の翌年に治水計画を見直し、新しい工区が追加され、その際には、平成４５年度完了予定に

変更し、それが今回初めて再評価の土俵に上がるということか。平成３０年度に完成予定であった部分

というのは、危機管理型ハード対策といったことを抜きにしては概ね出来上がっているのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 当初計画の工事で残っていた箇所が利根別川の本川の下流の堤防の拡幅工事のみで、それはまだ終わ

っていない状況だが、予算の関係もあるので、南利根別川等に集中しており、まだ当初の事業自体も終わ

っていない部分がある。 

 

【野呂委員】 

 危ない場所を先に整備するということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 危機管理型ハード対策というのは平成２８年度から実施していると思うが、具体的にどういったポイ

ントで整備をされているのか。他の河川でもいくつかあったと思うが、市街地が多い河川で実施してい

る印象がある。具体的にどういったところが、重点的に整備が必要な箇所という形で指定されるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 背後に市街地があったり、堤防の高さが高いところなどを重点的にまずは実施している。 

 

【野呂委員】 

 主にそういった場所だけを整備するのか。 
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【建設部河川砂防課】 

 まずは優先してそこを整備し、その後また次の段階にいく予定。 

 

【野呂委員】 

 わかりました。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○中津川委員担当地区（審議地区） 

「08-11 広域河川改修事業費 帯広川」 

「08-14 広域河川改修事業費 安平川」 

 

【中津川委員】 

 帯広川だが、これは他の事業もそうであるが、完成まで非常に長い年月がかかるということと、途中で

事業区域が追加になっていること。評価は、当初立てた計画が終わり、それでその評価が完結すると思う

のだが、事業区域が追加されるとまた事業期間が更に延び、追加してまた評価しなければならないため、

いつまでたっても評価が終わらないのではないか。当初の目標が達成されたかどうかで、評価すべきで

あるが、このような評価の仕方について、みなさんのご意見を伺いたい。 

安平川は、進捗率が３８％で低いということと、これも非常に遠い将来に目標設定されている。昭和２

５年に事業着手したが、事業期間が延伸され平成５５年度となっている。６８年経過している。また、増

額が非常に多く１００億くらい増えているため、その理由が先ほどから出ている資材や労務単価の上昇

であるが、担当課に説明をしていただき、妥当性の部分を見ていただきたいと思い、審議地区とした。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【野呂委員】 

 帯広川だが、市街地が周辺に拡大しているということで、平成２６年度に治水計画の見直しで変更し

たと思うが、変更した内容を委員会で説明する機会がないまま、今回変更を含めた説明があったが、治水

計画の見直しというのは、委員会がやるべき公共事業の再評価の視点に影響がなく、見直しした時点で

再評価する必要性はないという判断をされて進んでいるのか。 
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【建設部河川砂防課】 

 計画変更の内容については、平成２４年度の大規模事前評価を別途受けており、計画を追加する内容

についてはそちらの方で評価していただいた。今回は、それを単純に既存の事業に合体させたものであ

る。 

 

【野呂委員】 

 別途評価したものを、今回この事業に組み込んでいるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 ２つの評価地区を合体した事業について、事業の達成見込みなどを委員会で評価するということか。

別事業という扱いにはならないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 再評価では水系単位で一つの地区となっている。ただ新たな工区で事業を実施するときにはそこだけ

新規の扱いになるので、大規模事前評価を受けてから既存の事業に足し込むような形をとっている。 

 

【中津川委員】 

 そのようなルールになっているということであれば仕方がないが、委員会としては、どのように評価

をすれば良いのか。昭和２８年度に立ち上がった当初の事業が完結したことの評価は行わないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 昭和２８年度から始まっている事業については、平成２６年度に完成する計画になっており、その工

区については既に事業が終わっている。 

 

【中津川委員】 

 終わったのであればそこで完了とし、新しく追加した部分は仕切り直して、もう１回評価をすること

は、できないという理解でいいか。 

 

【建設部河川砂防課】 

事業が完全に終わってから、この部分を計画変更するということであれば別事業としてできるとは思

うが、今回はまだ事業が終わっていないうちに同じ区間の計画を見直したため、既存の事業に付け足し

た形になっている。 

 

【中津川委員】 

 当初事業に追加された事業が足し込まれると評価対象がわかりにくくなる。評価の仕方として、そこ
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を切り分けて評価するとか、足し込んだ形で評価するにしても、当初事業の状況と追加事業の状況がわ

かるような評価の仕方をしていかないといけないのではないか。 

 

【内田委員長】 

 そこはもうこの場では変えることはできないと思うが、今後は分けてやることはできるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 事業期間が重なっていなければ、１回終わらせてから次の事業ということで切り離すことは可能。 

 

【内田委員長】 

 重なっていたらできないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 同じ河川で区間や期間が重なる２つの事業を再評価する形になってしまう。 

 

【内田委員長】 

 我々もそれも評価せざるを得ないということで、そこはもう仕方がない。 

 

【建設部河川砂防課】 

 切り離して評価を行うと、新規事業については、既存事業が完了しているものと見なし評価を行うこ

とになってしまう。国の再評価の単位としては水系単位となっているので、計画変更すると元の事業と

合わせて再評価を受けるという形にはなる。 

 

【野呂委員】 

 事業着手に至る経緯の中に事業着手以降のものが組み込まれている。通常のものは必要性に記載され

ていると思うので統一された方がいい。また、安平川は３８％と進捗率が非常に低い理由は何なのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 安平川についても計画変更や計画区間の追加を平成２５年度に行っており、その時に２５６億円の事

業費の追加があったため、進捗率が低くなっている。 

 

【野呂委員】 

 当初計画していた工区はある程度完了しているのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 ある程度進んでいる。 

 

【中津川委員】 
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 これは、千歳川放水路の関係で凍結されていた。そのような事情はわかっているが、そうではない理由

もあれば評価できる。 

 

【玉堀委員】 

 帯広川のＢ／Ｃが、高いのは何か原因があるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 帯広市の中心市街地ということで、その分高くなっている。 

 

【内田委員長】 

 帯広市の土地利用というのは、元々市街化区域ではないところを広げた等の経緯はあるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 時間をいただいて調べる。 

 

（審議後、帯広市は市街化区域が広がっていることを説明し、了解を得た。） 

 

【内田委員長】 

 調書で、事業の必要性に変化はないと他の河川事業も全部同じように書かれているが、これだけ長い

歴史があり、計画変更もされている中で、事業の必要性に変化はないという解釈でよろしいか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 浸水被害を防止するという目的と、事業の必要性に変化はない。 

 

【内田委員長】 

 必要性というのは、毎回計画が変わった段階での必要性ということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 もう終わっている部分もあるため、これから実施する部分についての事業の必要性。 

 

【中津川委員】 

 安平川の１００億円増加した理由だが、積算根拠は説明でわかったが、残事業というのは平成２５年

度の計画見直しということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 数量に変化がないことを確認し、平成３１年度以降の残事業費に対して算出している。 

 

【中津川委員】 
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 数量が変わらなくても、その単価が上がったことによって１００億円も増加するのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【中津川委員】 

 他の河川事業と比べると上がり方が大きいような気がする。 

 

【建設部河川砂防課】 

 残事業費が多いため。 

 

【内田委員長】 

 再評価のときだけ資材、労務単価の上昇について見直しを行っているという説明だったが、計画変更

時の残事業費に対しては労務単価等の上昇分は入れていないということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 例えば平成２８年度に変更したものについては、平成２８年度時点の単価で算出しているが、残事業

費についてはその時点では精査をしておらず、再評価の時に労務単価の上昇分も加味している。 

 

【内田委員長】 

 それで再評価の時に上がり幅が大きくなるということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【山本副委員長】 

 安平川の附帯工事で、道路橋１６橋とＪＲ橋１橋とあるが、そのＪＲ橋は新勇払川橋かそれとも勇払

川橋か。 

 

【建設部河川砂防課】 

 河口付近の勇払川橋梁を計上しているが、今は施工していない。路線の方向性が明確になるまで施工

できないと考えているため、再評価では計上しているが、不要になれば架け替えは行わない考え。 

 

【山本副委員長】 

 その間は施工できないということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 暫定整備を行うことと、ＪＲ橋上流の河道内調整地が遊水地の機能を果たすので、この橋梁が架け替
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えられなくても施工する必要がある部分はある。 

 

【山本副委員長】 

 全部、河道内調整地にしたら安くすむのではないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 上流には適地がないため、ここだけにしている。 

 

【山本副委員長】 

 わかりました。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該２地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○中津川委員担当地区（専決地区） 

「08-12 広域河川改修事業費 利別川」 

「08-18 広域河川改修事業費 新川」 

「08-21 広域河川改修事業費 松倉川」 

「08-28 河川総合流域防災事業費 ブウベツ川」 

「08-30 河川総合流域防災事業費 然別川」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【中津川委員】 

 利別川だが、これは全部に共通するが、完了まで期間が長く、平成５７年度完了予定ということになっ

ており、進捗率が５８％とやや低く、平成２８年の出水を踏まえて計画変更もあったが、それを踏まえて

判断し、妥当ではないか考えて専決地区とした。 

 新川は進捗率は８３％で、平成４０年度完了。Ｂ／Ｃが１．０５と都市河川の割りに低いが、内水やポ

ンプの整備がメインということで、低くなっていると想定され、これも進捗率等から判断して、良いでは

ないかと考え専決地区とした。 

 松倉川も進捗率が８２％、完了年度が延伸し平成４７年度になっている。残り１０％くらいがかなり

遠いが、進捗率から考えて、妥当と判断した。 

 白老のブウベツ川、これは進捗率が８８％で、完成年度も平成３５年度ともう少しであり、これは完了

してほしいと判断した。 
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 然別川も平成２８年の出水で被害を受けたところだが、今回の主眼が、魚道の整備ということで、治水

だけではなく魚道の整備、環境の整備が上げられている。これはＢ／Ｃを評価するときに、ＣＶＭという

方法でアンケートから価値を評価しており、５．９９というＢ／Ｃも出ているので、妥当と判断し専決と

した。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該５地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○庄子委員担当地区（審議地区） 

「08-34 通常砂防事業費 厚内川」 

 

【庄子委員】 

 厚内川の流域に関して、いくつかの工事が組み合わされている形となっている。その中で、山腹工とい

う工事が行われているが、山腹工をする箇所の下の農地所有者の対応のため、２千万円くらい費用が増

加になった。地元から要望があがっている中で、一人の方の農地の対応のため費用増という、その対応の

是非について議論するため審議地区にした。農地の方だけではなく漁協からも要望があり、これまでの

議論でいくつか話題になっているが、どこまで地元の方の声を反映するのか。事業により土地収用がか

けられる方は金額が決められているが、山腹工事は、土地が滑ってきたら土地が潰れるところを工事す

るものであり、どこまで配慮するべきか議論するため、審議地区とした。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本副委員長】 

 事業区間説明資料に記載されている「治山将来」とは何か。 

 

【建設部河川砂防課】 

治山部局の方で検討している事業で、全体の土砂の出てくる量を考える上で他部局で実施している事

業も踏まえ、全体の計画を立てているため、治山事業の計画の一部を掲載している。 

 

【山本副委員長】 

 治山事業と砂防事業の線引きはどうなっているのか。 

 



54 

 

【建設部河川砂防課】 

 砂防事業は直接人家に影響するような部分を主に施工し、治山事業は林地を守るという役割をもって

おり、保全対象の違いがある。 

 

【山本副委員長】 

 先ほどの庄子委員からの話ではこの山腹工の箇所と農地の関係がよくわからなかったが、山腹工の斜

面から土砂が農地に入るわけではないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 河川を通じて下流の方に土砂が流れ込み、基準点から下流の方に水が溢れて出ていくことで被害が出

る施工箇所を想定している。 

 大規模に崩壊すれば、川を越して牧草地に出てくることも考えられるが、今は徐々に斜面の風化が進

み、下流に流れている。 

 

【山本副委員長】 

 農地は関係ないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 直接は関係ない。 

 

【庄子委員】 

 このような事業を行うときには必ず地元から要望があり、場合によっては期成会等もできて実施して

いる事業のため、もう少し地元でも地域内調整をしても良いのではないか。また、審議には様々な情報が

必要なので、ヒアリングや委員会で説明する際は、丁寧に行ってほしい。 

 

【建設部河川砂防課】 

 地元の浦幌町には、直接事業主体ではないが、仲介役のような形で地域と我々が円滑に協議できるよ

うな協力をしていただいている。 

 

【野呂委員】 

 進捗状況で、当初、平成２８年度に山腹工を実施し、遊砂地工等はその後実施するという計画だった

が、山腹工の施工時期に制限があるのであれば、それ以外の他の工区を先に実施するという選択肢はな

かったのか。そこにとらわれて他の安全性を確保できていないという状況を放置している状況になって

いないか気になった。 

 

【建設部河川砂防課】 

 状況が一番ひどかったため、最初に山腹工を着手したが、結果的に面積が増えたり、費用が増額となっ

た。まずここを完成させないと中途半端な状態で他の地区に移ることもできなかったので、山腹工を優
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先的に施工している。また、他の箇所は既設堰堤があるため、急に土砂が出るような状況ではないので、

一番土砂が出やすい箇所を押さえてから、上流側を施工する。 

 

【野呂委員】 

 山腹工にかかりきりで他の安全性が確保されないまま放置されていたわけではなく、他のところにつ

いては、過去の工事で一定のものがあるという判断で良いか。わかりました。 

 

【野呂委員】 

 労務単価の上昇等があるにも関わらず遊砂地工や砂防堰堤工等、多少なりとも費用を減らせることが

できた理由は何か。 

 

【建設部河川砂防課】 

 評価調書の変更①の中で、事業着手後に全体計画を精査しているが、その時に土砂量が若干減ったた

めダムの規模を低くし減額となった。 

 

【野呂委員】 

 その減り具合が労務費等の上昇よりも大きかったのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【中津川委員】 

 漁組との対応というのは、今回初めてわかったことなのか。当然、川に土砂が落ちてサケに影響がある

ことは工事をやる前からわかっていると思うがいかがか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 元々山腹工は仮設ヤード等もあり、河川に影響がないイメージを持っていたが、当初は植生工という

こともあり、施工の規模も大きくなったことで、再度、漁組と打合せをした。 

 

【中津川委員】 

 それは、サケの影響を全く考えずに、山腹工は２年でできるという想定だったのが、夏は全然工事がで

きないということになったのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 全然工事ができないというわけではないが、配慮してほしいということだった。 

 

【中津川委員】 

 配慮すれば通年施工できるということか。工事ができる期間が４ヶ月になったため、事業期間２年が
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３倍の６年になったように見えるが、もう少し工夫をしながら短くすることはできないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 配慮はしており、河川を直接工事してはいないため、安全側を考慮し、この施工時期としている。 

 

【中津川委員】 

 配慮しつつもう少し短い期間で完成するということはできないのか。川を直接工事するのであれば大

きな影響があるので確かに工事を止めなければいけないが、間接的な影響ではないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 漁組だけではなく、地先の農家の意見もあるので、できれば冬場に施工した方がそれぞれの了解を得

やすく、総合的に判断している。 

 

【内田委員長】 

 やはりこれだけ川の側で工事するとなると、まず漁組との対応は出てくるはずだが、なぜ当初からそ

れが出てこなかったのかということと、農地を補償すれば耕作地を通らないで工事ができるのかという

ことが疑問。漁組対応のみであれば何ヶ月工事を実施できるのか。本当に事業期間を短くするような努

力が全部なされて今回出てきたような内容になっているかどうか、疑問に持っていると思うので、まず

最初に漁組のことは考えないといけないと思う。 

 

【建設部河川砂防課】 

 植生工であるため、足場は基本的には要らないという判断だったが、吹き付けではなくフレームの施

工となり、足場を設置しながらコンクリートを吹き付けることになるので、そのような個々の変更から

必要が生じたと考えている。 

 

【内田委員長】 

 振動等は漁業者はかなり気にされていて、実際、事業を実施しているとそのような問題は頻繁にある

と思うが、配慮が足りなかったのではないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 場所がかなり上流でもあるため直接影響はないと、当初は判断した。 

 

【内田委員長】 

 説明では１１月から３月までしか工事ができないということだが、農地を補償することで、漁業の方

にのみの配慮となると、年間で工事ができる期間というのは延びるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 河口部では１１月末までサケの漁を行っているため、漁業者の影響を考えると、１１月上旬ぐらいか
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ら工事に入れるので、農地の方とほとんど同じような制約になっている。 

 

【玉堀委員】 

 漁業者への配慮が必要な場合、１１月から４月の工期しか取れないことが多い。水が濁るとか、振動が

伝わるとか。鮎の養殖を行っているところもだいたい同じなので、工期は本当に短い、一年のうち、実際

手をつけられるのはだいたい４ヶ月。それくらいしか実施できないというのが実情ではないか。以前、他

の川の現地調査に行ったときに、なぜこんなに工事ができないのかを聞いたが、やはり道としては、地元

の産業を阻害しないという態度が現れていると理解していた。 

 

【中津川委員】 

 ここは定置網だから、発生した土砂が海の方に流れ、それが影響するということか。完全に土砂は止め

られないかもしれないが、何か対策すれば、配慮できるのではないか、今、１１月から３月くらいまでし

か工事できないという話ではないと思う。漁をする時期を避ければ、できるのではないか。そのようなこ

とを考えた上で、４ヶ月しか施工できないという理由が、理解できない。 

 

【建設部河川砂防課】 

 漁組対応だけではなく、農地の対応等も踏まえ、また、我々の仮設の施工の考え方もあるため、冬の方

が施工に有利だという判断をしている。 

 

【中津川委員】 

 冬に限定すると、６年も延び、費用も多くかかるので、もう少し短くできないのか疑問がある。 

 

【建設部河川砂防課】 

 工期の比較はしていないが、出水期の仮設は高い位置に行わなければならない等があり、また、農地や

漁業を補償する可能性など、そのようなリスクを考えた上で、冬期の施工という形で考えている。 

 

【山本副委員長】 

 海への影響を考えるのであれば、なぜ最初に遊砂地を施工した上で上流の工事をしないのか。山腹工

の既に行った場所は、圧送の吹き付け工なのか、それとも単なる植生か。 

 

【建設部河川砂防課】 

 コンクリートの吹き付けです。 

 

【山本副委員長】 

 写真ではこの箇所に樹木があるようだが、これはどうするのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 ここは不安定な場所に木が生えている状況なので、その辺りを落とし、岩を出して、その上にコンクリ
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ートの枠を設置している。 

 

【山本副委員長】 

 それなら必ず土砂が出る。 

 

【建設部河川砂防課】 

 最初は吹き付けだけで考えていたが、脆弱な岩だということがわかってきたので、その辺りを撤去し、

吹き付けのように施工している。 

 

【山本副委員長】 

 そもそも崩れやすい場所であれば、手をつけない方がいいのではないか。崩れたままの方がよほど安

定的かもしれない。 

 

【建設部河川砂防課】  

 土砂が崩れて堆積しているという状況。 

 

【山本副委員長】 

 凍上凍結の影響はないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 現地はあるとは思う。 

 

【山本副委員長】 

 そういう状況において、そのような施工しても問題はないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 そういったものを今後起きないような形にしている。 

 

【山本副委員長】 

遊砂地についてはどうなのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 遊砂地を作ってから山腹工を施工すればいいのではないかということだが、工事で出る細かい粒子、

泥水までは遊砂地の方では捉えられないため、濁水に関しては遊砂地では止めることは難しいと考えて

いる。 

 

【山本副委員長】 

 ではどのように施工するのか。 
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【建設部河川砂防課】 

 川に土砂が出ないように切り替えて河川の工事を実施する。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

○庄子委員担当地区（専決地区） 

「08-35 通常砂防事業費 珊内川」 

「08-36 通常砂防事業費 刺牛１号川」 

「08-41 急傾斜地崩壊対策事業費 釧路南大通１」 

「08-42 急傾斜地崩壊対策事業費 釧路町老者舞」 

「08-44 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 大川海岸」 

 

【総合政策部計画推進課】 

 （事業概要等について、資料３に基づき説明） 

 

【庄子委員】 

 通常砂防事業費と急傾斜地崩壊対策事業費は、河川と比べ、事業は小さいが、どれも必要な事業と認識

し、事業内容もそれに見合ったもののため、専決とした。最後の津波・高潮危機管理対策緊急事業費に関

しては、事業費が３倍になっている。ヒアリングの際に聞いたが、例えば、当初は一般的な工法で計画し

工事を実施していたが、住宅が近いため工事で出る振動を少なくするために工法を変更したり、また、仮

設工についても、施工後に工法を変更したことから、最終的には事業費が３倍になった。この事業の必要

性に変化はないため専決にした。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該５地区の対処方針については、「事業継続は妥当」で承認。 

 

 

３ その他 

 平成 30年度第２回公共事業評価専門委員会における「事業費に１０億円以上の増減が生じた地区の報

告」において意見のあった、「都市計画街路事業費（３．３．３０４ 南大通）」の既設函渠への影響軽減

策などの検討状況について報告した。 
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４ 閉会 

 


