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１ 開会 

 

２ 議事 

 

（１）公共事業事前評価対象地区の事前報告について［1 地区］ 

 

「06-06 農地整備事業 １８区地区」 

 

【農政部農村計画課】 

（経緯や取り下げ理由等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

 採択延伸の期間はどの程度を見込んでいるか。 

 

【農政部農村計画課】 

 断言はできないが、地域の合意形成に 1、2 年のスケールを考えている。 

 

 

（２）公共事業事前評価対象地区の審議について［29 地区］ 

 

《 農政部所管事業について 》 

 

 山本副委員長担当地区（審議地区）  

「06-03 農地整備事業 東納内１地区」 

 

【山本副委員長】 

この地区は、他の農地整備事業（経営体育成型）の地区と事業の実施目的や工種計画について

方向性は変わらないため、事業を実施すること自体に問題はないと考えている。 

審議地区とする理由は、この地区は河川敷地を農地利用しており、本来なら河川敷地と一体的

に整備した方がより効果的と思われるが、受益地に入っていないため、なぜ河川敷地と一体的に

整備することができないのか、他に方策等はないのかと言う点を説明していただきたい。 

 



 

- 4 - 

【農政部農村計画課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

コスト縮減の取組として突均し工法を検討しているが、説明資料では田差がある地形と説明さ

れている。地区内で突均し（表土扱いなし）と表土扱いを行う分けとしては、田差と土壌で分け

ているのか。グライ土が比較的浅いところから出てくるほ場では、田差があるのであれば突均し

工法だと施工できないと思われる。 

 当初計画ではどのような工法で区画整理を行うのか教えてもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

反転均平工法については、全てのほ場で行うのではなく、田差が大きく技術的にできないほ場

以外では取り組んでいきたいと考えている。 

 突均し工法については、現地の測量結果から田差が 5cm 程度のほ場では取り組んでいきたいと

考えている。 

また、標準切盛工法でも反転均平工法でも表土は元どおりに復元できるため、比較的浅い位置

にグライ土があっても営農の支障になることはないと考えている。 

 

【山本副委員長】 

基本的には表土扱いを行うか、反転均平工法を行うということか。 

 

【農政部農村計画課】 

 そのとおり。 

 

【中津川委員】 

説明資料 14 枚目の河川敷地内の農地について、この地区だけの案件なのか、今後、整備を希望

していく地区でも同じような案件が出てくるのか、どれぐらいあるのか教えほしい。 

 

【農政部農村計画課】 

河川敷地内の農地はこの地区だけの案件ではなく、よくあるケースとなっており、河川管理者

と協議を行いながら事業計画を検討している。 
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【中津川委員】 

聞きたかったのは、河川敷地内の農地というのが今回の案件として出てきたが、このような案

件がこれからも多く出てくると考えていいということか。 

 

【農政部農村計画課】 

 そのとおり。 

 

【中津川委員】 

石狩川沿いで河川敷地を農地にしているところは、数字で言うのは難しいかもしれないが、ど

れぐらいあるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

本地区のように河川敷地を借りて農地にしているところは少ないと思われる。 

 

【中津川委員】 

本地区はそうなのか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。 

 

【中津川委員】 

本地区だけという珍しいケースなのか、それとも一般的に河川敷地の農地利用があり、これか

らも同じようなケースが出てくるのかどうかを聞かせてもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

河川敷地を農家が借りて耕作しているような農地は事業では整備できないため、今回のように

河川敷地の農地を除いて整備計画を検討していくことになると思われる。 

 

【中津川委員】 

珍しいケースなのか、これからも一般的に出てくるのかを聞かせてもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

あまり多いケースではないと考えられる。 
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【渡部委員】 

説明資料 14 枚目の写真で、田差が 1 番大きな所を写真に撮っていると思うが、田差 2.1ｍと

非常に大きい。このような場所がなぜできたか把握しているか。過去の整備の経緯などが関係し

ているのか、自然の地盤としてこうなっていたのか。 

 

【農政部農村計画課】 

山間部から川に向かって順次傾斜がついているところであり、等高線に沿った農地の区画形状

となっているため、等高線で段差が生まれている状況。 

 

【渡部委員】 

水田なので均平をとる整備を進めていくと、区画規模を大きくすればどこかで人為的に田差が

できてしまうということか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。 

 

【渡部委員】 

この地域では等高線の関係から田差が大きくなる場所がどこかにできて、それがあるからさら

に大区画化しようとすると、田差が障害になってしまうということか。 

 

【農政部農村計画課】 

 そのとおり。 

 

【玉堀委員】 

事務局説明資料の「審議のポイント（概要）」について、本地区の２つ目の最後に、「地域の将

来的な営農ビジョンと整備内容が乖離」ということが審議のポイントとして挙げられているが、

これについては今の説明では分からないので、もう少し分かりやすく教えてもらいたい。 

 

【農政部農村計画課】 

深川市と JA 北空知の地域の将来ビジョンでは、米を主体にブランド化し、高品質な米を作りな

がら輸出米を増やすことを目標としている。また、この地域では一部の農家がにんにく等の高収

益作物なども合わせながら営農を展開している。 

今回の整備内容は、農家からの区画整理要望を受け、この地区の場合は平成 27 年度から空知

総合振興局も含めて綿密な打合せを重ねながら、平成 30 年度から令和元年度にかけて最終聞取

りも行って事業計画を取りまとめ、本地域における最大限の整備に取り組んでおり、地域の将来
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的な営農ビジョンとの乖離はないと考えている。 

 

【玉堀委員】 

 十分に打合せを行っているため、今回の整備内容と地域のビジョンに乖離はないということで

よいか。 

 

【農政部農村計画課】 

 そのとおり。 

 

【山本副委員長】 

今の玉堀委員からの質問の補足で、審議地区としたもう一つの理由としては、事前説明の際に

標準区画が 1.1ha で、他の地域ではもっと大きい 2.0ha というのが普通になっており、本当に

1.1ha で問題ないのかということで指摘をした。本日の説明で区画整理を行う農地の 77%が

1.0ha 以上になり、そのうち 24%が 2.0ha 以上の更なる大区画化を行うということなので、事

業目的等が地域の将来的な営農ビジョンと乖離していることはないと判断できる。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 山本副委員長担当地区（専決地区）  

「06-02 農地整備事業 豊葦第２地区」 

「06-11 農地整備事業 中士別第３地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【山本副委員長】（専決理由） 

事業目的が、区画整理やパイプラインの整備によって水管理の効率化を含めて進めていく、将

来的な農地集積を促進するということになっている。現況のほ場が 50a 程度で近年の労働生産性

を考えると決して大きくなく、事業によって再整備して区画を大きくすることは、作業効率の向

上を達成するために必要なことだと判断した。 

区画整理と併せて排水路を整備することによって排水性を改善し、これにより土地の生産性、
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労働生産性の向上が望める。水田地区で対象となる受益地が分散していないことから、事業を行

うことで合理的な水利施設の整備も可能になると考えられる。 

未整備のままだと今後の農地集積に問題があることが予測できるため、整備をすることに対し

て問題ないと判断した。 

以上のことから、２地区とも要望を行うことは妥当と判断した。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 庄子委員担当地区（専決地区）  

「06-01 農地整備事業 クッタリ南地区」 

「06-04 農地整備事業 暁第１地区」 

「06-05 農地整備事業 高島東地区」 

「06-07 農地整備事業 円山地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

【事務局】（欠席の庄子委員に代わって説明） 

４地区とも必要性、アウトカム指標等妥当であり、事業の執行については全く問題ないという

ことで専決とした。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 玉堀委員担当地区（専決地区）  

「06-08 農地整備事業 川南東地区」 

「06-09 農地整備事業 御上谷地地区」 
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「06-10 農地整備事業 水堀地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

【農政部農村計画課】 

（資料により水堀地区の補足説明） 

 

【玉堀委員】（専決理由） 

この３地区は、同じような大区画化を目指した事業なので問題は全くなく、専決と判断した。

ただ、３地区のうち水堀地区のみが他の２地区に比べて受益面積、戸数等を比較しても事業費が

ほぼ倍になっているため、担当課に今日の補足説明をお願いした。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 渡部委員担当地区（専決地区）  

「06-12 農地整備事業 女満別本郷２地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【渡部委員】（専決理由） 

大規模農業に対応するための区画整理事業ということで、基本的に土地自体が平坦であること

と、併せて整備する用水施設についても、配水計画等が適切に計画できているということ。また、

本地区は網走川の右岸側の整備計画であるが、北側の網走川の左岸側についてもすでに整備がさ

れており、事業そのものの必要性もしっかりと整理されており、地元の要望等も踏まえ、なおか

つ事業の有益性についてもしっかりと評価できているということで専決地区とした。 

 

《 質 疑 》 
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【山本副委員長】 

水田ということで整備されるということだが、水稲の作付はどれぐらいか。転作や生産調整は

どれぐらいしているのか。 

転作率８割と書いてあり、受益面積は 456ha となっているが、今回整備する用水路は転作する

前の水田に必要な用水を基に計算した用水路の大きさか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。 

 

【山本副委員長】 

実際は既に８割が転作しているということは、計画当初の流量はいらないということにならな

いか。過大な用水計画となっていないか。 

 

【農政部農村計画課】 

現況として転作に取り組んでいるが、水田地域ということで用水路の確保は必要と考えている。 

 

【山本副委員長】 

実際に米を育てていないのだから用水が過大となることはないのか。  

 

【農政部農村計画課】 

土地利用としては田畑輪換体系だが、営農形態はもち米を主体としており、農家としては大き

な主力作物となっている。また、集中管理孔の設置に伴い、転作作物に対する地下かんがいも地

域としては考えているため、用水整備は必要不可欠と考えている。 

 

【山本副委員長】 

地下かんがいに活用するということであれば理解した。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 中津川委員担当地区（審議地区）  

「06-13 水利施設等保全高度化事業 川西第２地区」 
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【中津川委員】（審議理由） 

審議の論点は、説明資料の 10 番の論点 1/2、2/2 のところ。 

1/2 の方は、維持管理のコストが大きいのではないかという話で、説明資料８番の 4/4「経済

効果の内訳」の数字の中で、維持管理費節減効果がマイナス 6 億 2500 万円と目立っており、維

持管理費のコストが大きいことから、維持管理コストを減らす工夫は何かないかということを事

前ヒアリングで指摘した。今日の説明資料を見ると、アセットマネジメントもきちんと行ってお

り、説明資料 10 番の 1/2 の審議の論点のところに、ＩＣＴを活用した省力化や高品質化、担い

手経営体質の強化の提案もあり、このような内容はいいと思う。ただ、例えば新しい材料を使っ

て安くする、小水力発電によって売電してそれを維持管理コストに補填するなど、さらに踏み込

んだ取組ができないかと思う。 

2/2 の方は、農業の将来性・持続性について、ブランド価値を高めている他地域に比べてこの

地域は決め手になるものが弱く、売り込めるものが少なくて今後やっていけるのかと感じられ、

限られた予算の中でもう少し地区のアピールが必要なのではないか。 

全体の事業の内訳、内容やコストなどは全く問題ないと思うが、維持管理の部分と将来性とい

う観点で皆さんから意見をお聞きしたい。 

 

【農政部農村計画課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

維持管理費が非常に掛かると中津川委員が言われていたが、これは上流部の国営事業の分の維

持管理費が掛かるということか。 

 

【農政部農村計画課】 

国営の分も維持管理費としてコストに含んでいる。 

（説明資料８番の 4/4）受益面積により国営事業と道営事業で按分して維持管理費を算出して

いる。事業費は道営事業が 12 億 2000 万円で国営事業が 44 億円と、国営事業の部分がかなり大

きくなっており、国営事業の方が施設規模が大きくて路線延長が非常に長く、道営事業は末端の

部分だけ整備するため、維持管理費についても国営事業の部分が非常に大きくなっているが、国

営事業の維持管理コストも含めて計上している。 

 

【山本副委員長】 

今回の整備で水路は開水路のままでよいか。 
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【農政部農村計画課】 

 開水路のままを考えている。 

 

【山本副委員長】 

例えばこれをボックスカルバートにするなどして、開水路のところがなくなれば維持管理費は

もっと安くなるのではないか。 

 

【農政部農村計画課】 

指摘のとおり、開水路をボックスカルバートにすると非常に維持管理費は安くなるが、4 面装

工になって建設コストが非常に高くなるため、今回は開水路での整備を予定している。 

 

【山本副委員長】 

維持管理費については、農家が了解しているということか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。 

 

【内田委員長】 

それに関連して、開水路とボックスカルバートにした場合の試算、比較検討といったことはや

っているという理解でいいか。何らかの指標で、トータルで開水路の方が有利となっているとい

うことか。 

 

【農政部農村計画課】 

ボックスカルバートでの試算はしていないが、開水路の工法の中で何が一番安いかということ

は試算している。 

 

【内田委員長】 

できれば代替案評価はきちんとやって、ボックスカルバートの方があまり良くないと説明した

方が分かりやすいと思う。 

私も山本先生の意見に賛成で、本当は上を塞いだ方がトータルで見た場合にもしかしたら安い

可能性があると思う。そういったところを費用と効果の面を踏まえて、検証していただきたい。 

 

【農政部農村計画課】 

 了解した。 
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【中津川委員】 

今、内田委員長と山本副委員長から指摘があったように、やり方しだいで維持管理費を減らせ

る余地があるのではと思う。あとは国営事業と道営事業で分けてということだが、やはり一体化

して考えるべき。国営事業の部分かもしれないが、小水力発電によって維持管理コストの削減に

結びつけるなど、財政状況が厳しい状況ではそのような努力をもう少し行うべきではないか。 

ブランド化についても国の方でもやっていると思うので、北海道は北海道でやりますではなく、

ちゃんと国と連携して国策として考えてもらいたい。 

 

【渡部委員】 

（説明資料６番の 2/2）コルゲートシート水路の区間で凍上により変形が著しい、L 字型擁壁

区間のところでも擁壁の変形が著しいと書かれていたが、国営事業で整備している上流側は以前

どのような状態だったか把握しているか。 

 

【農政部農村計画課】 

今回の地区と同じような状況。 

 

【渡部委員】 

国営事業は今回の設計で想定している構造と同等のものを採用したということか。 

 

【農政部農村計画課】 

断面は下流に行くにつれて小さくなるため断面の形状は小さくなるが、国営事業も同じ構造で

整備している。 

 

【渡部委員】 

設計の思想は同じということで、国の方は以前の水路とは基本的に強度も耐久性も違うものを

造っていると思われるが、維持管理費等も含めた比較検討について、国の方でも考えてやってい

たのか。 

 

【農政部農村計画課】 

想定になるが、国の方もボックスカルバートの検討はしていないと思う。今回の地区と同様に

維持管理費等を含めて計算して、今回の工法が適切であると判断している。 

 

【渡部委員】 

連続性等を考えると国の方が先行して行っているため、北海道で設計思想の違うものが不連続

で造られると不自然な感じがするが、このあたりの整合性は一応成り立っているという判断でよ
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いか。 

 

【農政部農村計画課】 

先ほど説明したライフサイクルコストについても、地域では国営事業も道営事業も整備区間を

全て鵡川土地改良区が維持管理も含めて一括で行っており、その中でライフサイクルコストを計

算し、どの形態が維持管理費も含めて地域にとって最も良いかを考え、今回の断面決定をしてい

る。 

 

【山本副委員長】 

国営事業と道営事業で一体的に進められているということだが、全部が国営事業の受益地にな

らなかったのはなぜか。 

 

【農政部農村計画課】 

国の事業要件で末端の受益面積 500ha から下流は都道府県や団体営で行うと決まっているた

め、国営事業と道営事業で分けて整備している。 

 

【山本副委員長】 

南側の南幹線用水路がほ場を斜めに切っていくような路線になっているため、ボックスカルバ

ートにしてほ場間を自由に行き来できるようになれば、ここで作付している野菜系ならそこまで

根は深くないと思うので、十分な作土厚が得られれば、その上も農地にできて畑地も整形されて

作付も高くなるのではないかと思うが、どのように考えているか。 

 

【農政部農村計画課】 

新たに路線を変えるとなると、敷地の用地買収費の問題や建設コストも増えるため、土地改良

区や受益者と相談の上で現況路線を改修する形で今回の整備計画を考えている。 

 

【山本副委員長】 

生産性という部分で考えると現況路線では使いづらいと思う。 

 

【農政部農村計画課】 

（説明資料７番の 4/4 について）ほ場が斜めに入っているので、一部ほ場が三角形になって使

いづらい部分があるのは事実だが、先ほど申し上げた敷地の問題やコストの関係で、地域の意向

を聞いた上で現況敷地の中で整備することを考えている。 
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【内田委員長】 

コスト負担のその他の 22.5％を受益者が負担すると考えると、負担が増えるので現況のままで

やってほしいという意味か。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。 

説明資料７番の 4/4 の航空写真で、真ん中の黒い実線部分は高規格道路の工事で既に整備が終

わっており、新しい路線にすると高規格道路で整備した部分や末端用水路も含めて新たな路線で

整備することになり、コストが上がるため今回は現況路線で整備する方向で考えている。 

 

【内田委員長】 

それは受益者が嫌っているという解釈でいいか。 

 

【農政部農村計画課】 

基本的には現況のまま使いたいという農家の意向と、既に整備が終わっている黒い実線部分を

新たにもう一度付け替えをしなければならず、コストが上がるのでやらないでほしいという農家

や改良区の意向。維持管理等の問題があるので、現況路線を使ってやれるところは現況で行い、

できないところは新設で行いたいという意向で聞いている。 

 

【山本副委員長】 

鵡川町の農業農村振興計画はいつ策定されたものなのか。土地利用基本計画等は地域の振興計

画などに合わせて将来の方向がはっきりしているはず。それに沿った形で整備を考えていかなけ

ればならないが、既に高速道路のところで工事が終わっているからというのは、農業農村振興計

画や土地利用基本計画の計画策定又は見直しの際に了解済みだということか。 

 

【農政部農村計画課】 

鵡川町の農業農村振興計画は手元にないが、鵡川町からは、この計画についてはこの路線で行

って良いということで了解をいただいている。 

 

【山本副委員長】 

作業効率を上げるということはあまり念頭に置いていないということか。 

 

【農政部農村計画課】 

作業効率は上げたいが、農家負担とのバランスの問題になる。現況は最短路線で入っており、

これを延ばすと路線の延長が増えて整備コストも増え、維持管理費も増えるため、この辺のバラ
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ンスを見て農家は判断していると考えている。 

 

【玉堀委員】 

先にやっている国営事業との整合性を図らないといけないので、ゼロから考えるというのでは

なく、つなげるところから選んでその中で最善を選ぶしかないという事業だと私は解釈している。

このため、ゼロから始めるなら路線の見直しもできるが、繋ぐところが決まっているため、そこ

と整合する中で選ぶしかなかったということだと思っているが、この解釈で問題ないか。 

 

【農政部農村計画課】 

指摘のとおり。 

路線を変えると農地の個人ごとの面積も変わる。起点と終点の場所はもう決まっていて変える

ことはできない。決まっている中で路線を変えるとなると換地をかけて権利関係も含めて全てや

り直すことになり、費用や時間が掛かるので現況路線の位置を選んでいる。 

 

【玉堀委員】 

工法についても国で整備しているものと合わせた工法で検討していると解釈しているが、それ

でよろしいか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。同じ構造の方が維持管理しやすいため、今回は国の事業に合わせた形で北海道も

整備している。 

 

【内田委員長】 

 国の上位計画の制約条件下で今の計画がベストに近いような、少なくともベターといえると理

解した。 

 

【中津川委員】 

 国と北海道で一体的にどう整備するかを決める場というのはあるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

年に数回、国と北海道による協議会を設けており、関係機関による連絡協議会を開催して事業

内容を調整している。国と北海道が別々にやるのではなく、国がスタートしてからも毎年協議会

を開いて、工法の調整や事業の進捗具合を調整しながら行っている。 
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【中津川委員】 

 きちんと双方向で調整して、コスト削減や将来のためにどうするかということを北海道も問題

意識を持って働きかけてやってほしい。 

 

【農政部農村計画課】 

 了解。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 中津川委員担当地区（専決地区）  

「06-15 水利施設等保全高度化事業 洞爺高台地区」 

「06-17 水利施設等保全高度化事業 大正南２地区」 

「06-18 水利施設等保全高度化事業 本別３地区」 

「06-20 水利施設等保全高度化事業 居辺地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【中津川委員】（専決理由） 

 ４地区いずれも事業内容、費用便益比等の指標も妥当であり問題ないと判断した。将来性とい

う視点では、各地区の作物がブランド価値も高く売り込みにも熱心で、意欲があると感じられた

ので専決とした。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

○玉堀委員担当地区（専決地区） 

「06-14 水利施設等保全高度化事業 真狩地区」 
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【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【農政部農村計画課】 

 （口頭により補足説明） 

 

【玉堀委員】（専決理由） 

 真狩地区は、まだ手がつけられていないところであり、ほ場格差を生む原因になっているとい

う必要性が決め手となった。費用便益比等に関しても問題はないため専決とした。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針については「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 山本副委員長担当地区（専決地区）  

「06-21 水利施設等保全高度化事業 妹背牛４区第１地区」 

「06-22 水利施設等保全高度化事業 中部東地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【山本副委員長】（専決理由） 

事業着手の意義・必要性、それらを実現するための各工種の適切性、十分なアウトカムを見込

めるかどうか、事業費の妥当性といった点に注目した。 

水利施設の問題があって、実際に写真を見たが、頭首工あるいはパイプライン化に伴う揚水機

場がきちんと整備されないと高度な水利用ができないということで、事業を行って水管理の省力

化を進めるとともに大区画化を併せて行い、省力化を進めて農地集積を進めていくことは非常に

効果的であると判断し、２地区とも要望を行うことは妥当と判断した。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 
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 渡部委員担当地区（専決地区）  

「06-16 水利施設等保全高度化事業 常呂第２岐阜地区」 

「06-19 水利施設等保全高度化事業 紋別東部地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【渡部委員】（専決理由） 

常呂第２岐阜については、水はけの悪さが営農上の問題になっていることから、これを改善す

るために暗渠排水、心土破砕、客土、排水路等の整備を行うということで、この地域が農業を続

ける上で必要な事業として理解しており、費用便益比も非常に高いということで問題ないと判断

した。 

紋別東部については、取水状況を見ると雨が降ると濁るということから、老朽化している水道

施設では酪農用の水を十分に確保できない状況になっているということで、酪農を続ける上で水

の供給は非常に重要であることから、必要性が十分に認められる。費用便益比も 2.72 ということ

で非常に大きな値を得られているので、事業を推進する上で問題ないと判断した。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 渡部委員担当地区（専決地区）  

「06-23 草地畜産基盤整備事業 標茶北部地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【渡部委員】（専決理由） 

 この公共牧場では排水不良によって牧草が育たないほか、酪農家の子牛を育てるというところ

で需要が増えている中でそれに対応できるだけの能力がなくなっていることから、この事業に着

手する意義というのは十分にあると感じている。 

 酪農を中心にしている地域について、この公共牧場がないと酪農が成り立たないということで、

整備については前向きに検討すべきと判断している。費用便益比についても 1.74 ということで
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十分に大きな値を得られており、問題ないと判断した。 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

 事業負担のその他の 5.5％は誰が負担するのか。 

 

【農政部農地整備課】 

 整備の対象は公共牧場として運営管理されている草地と公共牧場の施設としているが、併せて

周辺の個別農家の草地の整備も対象としており、その他の 5.5％は個別農家の負担となっている。 

 

【山本副委員長】 

 制度としては公共牧場整備事業ということだが、個人の草地も整備できるということか。 

 

【農政部農地整備課】 

 そのとおり。公共牧場の整備と併せて周辺農家の草地も整備できる事業制度となっている。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

《 建設部所管事業について 》 

 

 全員評価地区  

「08-02 火山砂防事業 富良野川地区」 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【渡部委員】 

説明資料 11 ページについて、今回の下流側の砂防堰堤の説明と直接関係ないが、事業計画の
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中で富良野川の砂防施設が並んでいる上流側において、支流も河川として繋がっているが、ここ

にはダム施設等がないということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

火山砂防事業としては地図に施設を示していないが、森林管理局による治山事業で施設を整備

している。 

 

【渡部委員】 

本事業とは別事業のため、地図に施設を記載していないということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 そのとおり。 

 

【渡部委員】 

今回は下流側を整備するということだが、その上流がきちんと把握されていることが必要で、

既に上流側に砂防ダムが整備されているということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

砂防ダムと形状の近い治山施設が整備されている。 

 

【渡部委員】 

 下流側の川としての整備をして、なおかつ下流側の人家を守るということであれば、今後は上

流側の施設も地図に記載して丁寧に説明したほうが良いと思われる。 

 

【建設部河川砂防課】 

 了解した。 

 

【内田委員長】 

 渡部委員からの意見に関連してだが、上流側から美瑛川に沿って泥流が流れて被害が出ること

がないような施設の整備は、終わっているということでよろしいか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 美瑛川の施設については、国で整備を行っているところ。 
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【内田委員長】 

 一体として整備が行われているということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 そのとおり。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 全員評価地区  

「08-06 道営住宅建設 啓北地区」 

 

【建設部住宅課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

 予算が少ない状況でも本事業を実施しなくてはいけないという部分で、ＰＦＩ等の民間資金を

活用して整備できない理由は何か。 

 

【建設部住宅課】 

 ＰＦＩの場合は収入として採算を取らなくてはならないと思われるが、公営住宅については家

賃収入が非常に少ないため、そこを補填するのが難しいということと、民間の土地を他の施設で

補っていく形にせざるを得ないことから、今回の事業については道有敷地の中に今ある住棟を集

約して、限られた予算の中で建てていくことにしているため、ＰＦＩの形を採用していない。 

 

【山本副委員長】 

他の府県では実際に民間の資金を活用して建てることもされているが、それは検討されたのか。 

 

【建設部住宅課】 

 即答できない。 



 

- 23 - 

【山本副委員長】 

 いくつか方法がある中で最適な方法を選ぶ必要があり、ＰＦＩや全て民間に任せる方法もある

が、いくつかの方法を検討した上で今回の事業に決まったという説明がないと、ちょっとおかし

いような気がする。 

 

【建設部住宅課】 

 ＰＦＩについては、ＰＦＩ方式が創設された頃に別の団地で検討した経緯があったと思われる

が、手元に資料がないので回答できない。 

 道営住宅の中には民間が建設して北海道が借り上げる「借り上げ道営住宅」もあるが、借り上

げ方式とも比較した中で今回は建替を選択している。 

 

【山本副委員長】 

 了解した。 

 

【内田委員長】 

 説明資料 13 ページの箇所について質問。 

事前ヒアリング（令和２年（2020 年）５月１日に実施。）でも渡部委員から提起されたが、道

営住宅は色々な資産（アセット）を多く持っており、適切な管理に対して疑義が呈されたと思わ

れるが、他の事業ではアセットマネジメント（資産の管理・運用）を適切に行っていくという説

明があった一方で、住宅課では同様の取組を行っているか。 

 

【建設部住宅課】 

 事前ヒアリングで示した劣化の進んだ写真に対して、適切に維持管理できているのかという指

摘があったが、示した写真はしばらく空室だった部屋の写真で、退去後は当然ながら退去修繕を

行って次回の入居者に備えることをしており、毎年のように大規模な修繕を含めて必要な点検を

行い、予算の確保に努めている。 

 古い建物については、「道営住宅整備活用方針」（以下、「活用方針」という。）に基づいて、改

善、建替、解体・用途廃止の判断をした上で、必要な対応を取っている。 

 

【内田委員長】 

 道営住宅には結構古くなっている資産が多い中で、今回の建物も建替後 10 数年が経過したら

大規模修繕を行う必要を踏まえて修繕の予算立てをしていると思われるが、修繕計画を立てたと

しても、別の古い建物を建替しなくてはならない事情から、修繕の予算をなかなか確保できない

ということがよく言われていることで、そういった長いビジョンでお金をやりくりしながら、ア

セットを管理していけるか非常に疑問がある。 
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 今ある資産価値について、除却や償却を行うなどして適切に把握されているか、アセットマネ

ジメントの視点で確認したい。 

 

【建設部住宅課】 

 資産管理という形で整理されているかについては判断できないが、長寿命化の計画を策定し、

その中で改善していくことについては国費を活用しながら対応を図っている。 

 

【内田委員長】 

 途中で長寿命化を始めたとして、そんなに劣化が進んでいない建物に対して大規模修繕の予算

を見ていると思われるが、修繕の予算は実際にはなかなか確保できないことが多く、早急に建替

が必要な建物に予算を回さなければならないケースがよくあり、長期的な修繕費用と古くなった

建物の建替費用を考えながら進める必要があるが、そういった視点で進めているのかという点に

疑問がある。 

 法制度の改正を踏まえて長寿命化計画を策定していることは分かるが、古いアセットを持って

いる場合によくある話として、状況が急変した場合、システムコストが非常に掛かって計画どお

りに予算をまわせないことになるが、そのような事態も考えて計画を策定しているか。 

 

【建設部住宅課】 

 建物の大規模改善に対して国の事業が始まったのは平成 21 年からだが、それ以降は定期的に

改善を実施していく計画を想定している。ただ、時点ごとの改善の要否は実際に確認してみない

と判断できないものであり、確認結果によって改善を前後にずらすこともあれば、改善が必要な

時期に他の古い建物を建替しなくてはならないケースも出てくるため、そのような場合は改善時

期をずらすなどして、予算が確保できるように計画して進めている。 

 

【内田委員長】 

 個人的に危惧しているのは、土地を除いた資産価値が残っているのに建て替えるというのはな

かなか説明が通らないこともあるということであり、そういった視点を是非持ってもらいたい。 

 

【渡部委員】 

 説明資料 13 ページについて、事前ヒアリングでも質問したが、今回は 70 年の供用期間の約半

分、35～40 年が経過した建物を建替事業としていくことと思われるが、供給戸数でいうと約２／

３になる。 

今後は従来ほど戸数を提供する必要はなくなり、道営住宅の数が減っていくのは良いことだが、

「今まで建物があったから」あるいは「既に住んでいる人がいるから」といった理由で建替を進

めるのではなく、道営住宅のあるべき姿として、今の保有資産をどうするのか、今後も古い住宅
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を建て替えるに当たって、例えば 10 年後における住棟分布や供給戸数のバランスの予想など、

しっかりとしたビジョンを策定して状況に合わせて修正することが必要で、そこをしっかりと対

応してもらいたい。 

 

【建設部住宅課】 

 道営住宅は活用方針に基づいて計画を定めて整備をしているところだが、現在、当該方針を見

直している時期にあり、上位計画の「北海道住生活基本計画」に沿って、人口減少を踏まえて市

町村営を含めた公営住宅の戸数管理等も整理していきたいと考えている。 

 

【渡部委員】 

 了解した。 

 

【玉堀委員】 

 事前ヒアリングでも委員から出ていた意見だが、所有することと管理することをきっちり分け

ることがよろしいかと思う。先ほど、現在の資産価値の把握の有無について疑問が出たが、所有

と管理の区別のことを表していると思う。 

新しい建物を造ることは賛成だが、造った後の管理を果たして北海道が適切に行えるのか、今

後の課題として考えながら進めていくのがよろしいかと思う。 

 

【内田委員長】 

 山本副委員長の意見は非常に重要で、民間の活用と比較した上で今回の事業による建替の方が

優位であれば良いと考える。このような検討を過去に行ったと言っていたが、少し時間があれば

過去の検討結果を示してもらいたい。民間活力について、最初から検討を行わず排除しているな

らば何とも言い難いが、このような検討は行われているか。 

 

【建設部住宅課】 

 以前、ＰＦＩ方式が創設された時には検討したと思われる。北海道の場合、大都市でなければ

長期間で考えると民間が利益を生み出せない結果になったという記憶がある。今回の地区のよう

な地方都市の場合、ＰＦＩを導入しても民間として利益が生めないのではないかと考えている。 

 また、民間の活用について、民間が建設して北海道が借り上げる「借り上げ方式」もあるが、

北海道が建設するより費用が掛かるという結果が出ている。 

 

【内田委員長】 

 民間に任せる場合、低所得者は市場価格の家賃を払えないと思われるため、そのような場合は

家賃補助すれば良くて、それによって民間が利益を生み出せるようにすれば、もしかしたら北海



 

- 26 - 

道の負担や税金のトータルを減らすことができて、かつ住民の便益が減らないというのが論理だ

と思う。 

民間に任せた場合の赤字解消はＰＦＩの考え方でも確かに難しく、そこで家賃補助という考え

を導入しなくてはならないと思うが、そのような検討はしているか。 

ポイントは、北海道が建設・保有・管理の全てを行う必要があるのかというのが山本副委員長

の趣旨かと思うが、民間の力を活用するともう少し効率的な方法があるのではないか、というの

は当然出てくる意見かと思う。 

 

【建設部住宅課】 

 家賃補助は今も行っているが、民間住宅レベルまでの補助を北海道で補填するとした場合には、

北海道が建設するより費用が掛かってしまうことが想定されている。 

 ＰＦＩについては、道営住宅は福祉施策であり、単独で収益を生みにくい公営住宅整備事業だ

け行ってもＰＦＩとしては成り立たないと想定しているため、民間の何らかの収益を上げる施設

と抱き合わせで行っていかなくてはならないものと想定していた。 

 

【内田委員長】 

 費用対効果を算定している以上、最初の想定（建設費より家賃補助の方が高いとする想定）は

恐らく妥当化できないような気がしている。実際に家賃補助を行った場合、建設費と維持管理費

よりも現在価値化して高くなると本当に計算されているか。もし建設費と維持管理費よりも家賃

補助の方が高いという結果だとすれば、この費用便益比が１よりも高く計算されるはずだが、そ

うなっていない。 

費用便益比は、分子の市場価格の家賃収入と分母の建設費のそれぞれを現在価値化して算定す

るが、全て補助した場合は費用便益比が１.0 になる計算となっているため、先ほどの話は正しく

ないということになるが、具体的に家賃を全額補助した場合の金額を現在価値化するといくらに

なるか。 

 

【建設部住宅課】 

 具体的に家賃を全額補助した場合という形で費用便益比は計算していない。 

 

【山本副委員長】 

 ここまで資産としてどう評価するかということを含めて話をしているが、そもそも公営住宅が

あるから自分たち（北海道）が建設しなければいけないという先入観があり、他の方法による可

能性をあまり重視して見ていない気がするため、他の方法ではどうなのかをきちんと示してから

話をしたほうが良いと思われるが、どのように考えているか。 

 日程的に今日判断しないと問題が生じるのか。 
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【建設部住宅課】 

 全体的な事業、準備が遅れていくことになる。 

 

【山本副委員長】 

 それは事業主体側の都合なだけではないか。 

例えば、今日結論を出さなかったら 1 年遅れるという話なのか。この場で示せていない検討内

容について、１週間あれば検討できるため、１週間後に改めて審議する場を設けられるのであれ

ば１週間の遅れで済む話。 

 

【建設部住宅課】 

 今の段階では１週間か２週間かは分からない。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 住宅課が質問に的確に回答できていないため、この場での判断が難しいということであれば、

住宅課の中で再検討して、今月 29 日に開催予定の第１回北海道政策評価委員会（以下、「第１回

政策評価委員会」という。）までの間に各委員に改めて説明することにしたいが、住宅課は構わな

いか。 

 

【建設部住宅課】 

 了解した。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 後ほど改めて日程調整して委員の皆さんに再説明することとし、この場では保留という判断で

よいか。 

 

【内田委員長】 

了解した。 

 

《 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「審議内容を踏まえた再説明を聞いた上で判断」する。 
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 内田委員長担当地区（審議地区）  

「08-05 道営住宅建設 （仮）啓南地区」 

 

【内田委員長】 

 道営住宅建設費３地区の全てに共通するが、費用便益比の計算に関して、事前に提出された事

前評価調書では、費用のうち建設費が事業費の全額を完了予定年度の割引率で現在価値化した場

合より非常に小さく、費用の算定方法に疑問があったことから、全員評価地区の啓北地区を除き、

（仮）日新町地区より事業費が大きいため、この地区を審議地区とした。ただ、その後の説明で

事前に提出された費用便益比は誤りだったことが分かり、現在は正しい値となっている。 

 なお、注文となってしまうが、費用便益比のチェックまで委員が行うのは非常に困難なため、

算定結果は正しいものとして議論を進めたいと思っており、マニュアルの内容と違う計算をして

いるのは非常に残念なところであるため、次回からはこのようなミスがないよう要望する。 

 

【建設部住宅課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

 現況は滝の川団地と啓南団地があって、滝の川団地の施設を啓南団地に移転集約するというこ

とで良いか。 

 

【建設部住宅課】 

 そのとおり。 

 

【山本副委員長】 

事業概要では居住水準の低い滝の川団地の移転集約を図るとあるが、建設年度は滝の川団地の

方が新しく、啓南団地との居住水準の違いとは一体どこにあるのか。 

 

【建設部住宅課】 

 居住水準は両団地とも同じで、いずれも同様に居住水準が低い。その理由として、エレベータ

ーがないこと、給湯設備がないためお湯が台所や洗面所で出ないこと。 

 

【山本副委員長】 

 了解した。 
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 啓北地区と同じように、民間の活力を勘案した検討の有無を聞けるかと思うが、この地区も啓

北地区と一緒に判断できないか。 

 

【建設部住宅課】 

 先ほどの啓北地区と同じように対応するということか。 

 

【山本副委員長】 

 そのとおり。これは委員長への提案である。 

 

【内田委員長】 

 山本副委員長の指摘どおりで、次の（仮）日新町地区は事業費が相対的に小さいことから専決

としているものの、道営住宅建設費の３地区は全く同じことが当てはまると思うが、担当課の見

解はどうか。 

 

【建設部住宅課】 

 先ほどの啓北地区と同じ説明内容になる。 

 

【内田委員長】 

 公共側（北海道）でないとできない理由は本当にないのか。 

 

【建設部住宅課】 

 建設についてか。 

 

【内田委員長】 

 即答は難しいと思われるが、建設、保有、運営の全てを公共側（北海道）が行わなければなら

ない理由のこと。 

これまでの内容以外で、他に意見はあるか。 

 

【各委員】 

 特になし。 

 

【内田委員長】 

 道営住宅建設費の３地区はセットで考えるべきであり、第１回政策評価委員会までに担当課が

各委員に再説明することとしたいが、事務局側はどうか。 
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【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 特に問題ない。 

 

【内田委員長】 

 それではそのように対応をお願いする。 

なお、次の（仮）日新町地区は専決としているが、啓北地区及び（仮）啓南地区との整合性を考

え、この場での（仮）日新町地区の審議は省略し、道営住宅建設費３地区の判断を保留として再

説明の対象とすることでよろしいか。 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 問題ない。ＰＦＩ活用の検討などは、３地区の立地条件等が異なることから、担当課で３地区

それぞれの検討を行い、その結果を報告することとする。 

 

【内田委員長】 

 それではそのようにお願いする。 

 

《 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、啓北地区と同様に「啓北地区の審議内容を踏まえた再説明を

聞いた上で判断」する。 

 

 

 内田委員長担当地区（専決地区）  

「08-07 道営住宅建設 （仮）日新町地区」 

 

（事業概要等の説明は省略） 

 

《 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、啓北地区及び（仮）啓南地区と同様に「啓北地区の審議内容

を踏まえた再説明を聞いた上で判断」する。 
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 内田委員長担当地区（審議地区）  

「08-04 都市計画街路事業 ３・３・87 新外環状線地区」 

 

【内田委員長】 

 審議地区と判断した理由は２つ。 

まず、道路計画は片側１車線となっているが、幅員は道路部分が片側３ｍ、路肩が片側２ｍと

なっており、さらに歩道と街路樹が両側にあって、必要以上に道路幅員が取られている印象を受

けたこと。 

 もう一つは北斗追分インターチェンジ（以下、インターチェンジを「ＩＣ」という。）の乗降の

流れ、制御方法が事前ヒアリング（令和２年（2020 年）４月 24 日に実施。）の説明時に不明瞭

であったこと。 

１点目は大型車両の混入率が比較的高い道路であり、路肩部分の幅員を広くする必要があるこ

と、２点目はＩＣとの乗降の流れや交わる部分の制御方法について、後日、再説明を受けて道路

構造令に基づいた適切な内容になっていると感じているが、他の委員の意見を聞いて対処方針を

判断したい。 

 

【建設部都市環境課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

 説明資料３ページの函館ＩＣと北斗追分ＩＣについて、平成 17 年から平成 27 年で 17％の交

通量増加とあるが、全ての車両が函館港に行っているわけではないため、交通量の増加量と物流

の増加量がイコールなわけではないことから、函館港における平成 17 年前後とその 10 年後の物

流を比較して示すべきではないか。 

 

【建設部都市環境課】 

 物流の経年変化を調べることでよろしいか。 

 例えば、グラフにある 149 千トン／月が交通量の増加と連動していないのではないかというこ

とか。 

 

【山本副委員長】 

 物流が増えているから今回の路線を整備しなくてはならないという論理だが、ちなみに北斗追

分ＩＣの先（西側の区間）はあるのか。 
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【建設部都市環境課】 

 北斗追分ＩＣの先もあって、北斗茂辺地ＩＣまで繋がっている。 

 

【山本副委員長】 

 つまり、北斗追分ＩＣで降りて函館港に向かわないで、北斗茂辺地ＩＣまで行く可能性もある

ということか。 

 

【建設部都市環境課】 

 確かにその交通量もある。 

 

【山本副委員長】 

 そうであれば、道路整備の必要性を説明するに当たり、このグラフの比較では不十分でないか

ということ。今回の事業で計画しているルートには、現在は道路があるか。 

 

【建設部都市環境課】 

 現道があり、今回の事業で拡幅と鉄道交差部分の立体交差化を計画している。 

 

【山本副委員長】 

 現道の利用者も国道の利用者もいるが、説明資料４ページで、整備前の青い点線で函館上磯線

の利用者が、今回の事業区間を含めた青い実線（新外環状線）に転換するのはなぜか。 

 

【建設部都市環境課】 

 函館上磯線と国道227号の交差部では頻繁に渋滞が発生し、特に朝夕の交通が停滞しているが、

今回の区間が整備されることでルートの選択肢が増え、新外環状線を選択する車が増えることか

ら交通量が転換すると考えている。 

 

【山本副委員長】 

 例えば北斗市から函館市への通勤など、函館の市街地に行くのに現在はどこを通っているのか。

説明資料の青い点線の部分を通っているのではないか。 

 

【建設部都市環境課】 

 北斗市内の利用者は函館上磯線を活用するが、東久根別等の北斗市の東側の利用者は新外環状

線ができることで広域道路が選択肢として一本増えることから、交通量が分散されることになる。 

【山本副委員長】 

 郊外の工業地帯やテクノパークに行く人たちは今回の路線を利用するかもしれないが、函館の
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市街地に行く人は、結局、函館上磯線か国道 228 号を利用することになるのではないか。今回の

路線における整備後の利用台数の見込みはどのように計算したのか。 

 

【建設部都市環境課】 

 費用対効果の算出に当たり、交通量の見込みは整備前と整備後の交通量の変化をシミュレーシ

ョンしており、その結果を踏まえて交通量の転換として説明資料で示した。 

 

【山本副委員長】 

 了解した。 

最初の質問への回答はどうか。 

 

【建設部都市環境課】 

 函館港におけるフェリー貨物の輸送量の推移は、調べた上で改めて回答する。 

 

【玉堀委員】 

 整備後の路肩幅員２ｍだが、現況の道路も路肩は同じ幅員か。 

 

【建設部都市環境課】 

 説明資料１ページに現況と計画の断面図を掲載しているが、現況の路肩幅員は 0.75ｍとなって

いる。 

 

【玉堀委員】 

 現況はかなり狭いということか。 

 

【建設部都市環境課】 

 非常に狭く、危ない部分がある。 

 

【内田委員長】 

 計画の路肩幅員２ｍの決定根拠として大型車両の交通量が多いと説明していたが、大型車両の

割合はどれぐらいか。港が近いことから多くの大型車両が推計されているか。 

 

【建設部都市環境課】 

 現況の大型混入率で約 10％となっている。 
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【内田委員長】 

 ある程度高いという認識でよいか。 

 

【建設部都市環境課】 

 周辺の国道も約 10％となっている。 

 

【内田委員長】 

 計画では歩道の幅員が３ｍとなっているが、これは標準か。 

 

【建設部都市環境課】 

 自転車歩行者道となり、道路構造令上、３ｍが必要となる。 

 

【内田委員長】 

 道路構造令に基づいて幅員が決まっているということでよいか。 

 

【建設部都市環境課】 

 そのとおり。 

 

【渡部委員】 

 今回の計画路線に係る自動車の需要は分かったが、路線の位置が住宅地の一番端のあたりにあ

り、あまり歩道を利用しないような気もするが、歩道を利用する自転車や歩行者の需要をどのよ

うに考えているか。 

 

【建設部都市環境課】 

 この路線は通学路指定を受けていて、朝夕の小中学生の通学があることから、歩道の整備が必

要と考えている。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

 内田委員長担当地区（専決地区）  

「08-03 都市計画街路事業 ３・４・５黒川線地区」 
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「08-01 道路改築事業 知床公園羅臼線地区」 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

【内田委員長】 

 ２地区の専決理由を説明。 

３・４・５黒川線地区について、国道をショートカットするような利用状況となっており、拡

幅等の整備によって流入交通が増加して、通学路にもなっていることから交通事故の増加等の懸

念が最初はあったが、非常に狭小な踏切箇所が通学路指定されており、この事業で歩道整備と併

せて道路をきっちりと整備することが重要と考え、かつ費用便益比が 1.3 で道路としては高い効

果が得られることから専決と判断した。 

 知床公園羅臼線については効率性の議論ではなく、架け替えをしないと危険な状態にある古い

橋で、災害時の救援活動、住民生活、地域経済、地域社会等で評価しなければならないものであ

り、かつ地域の交通機能を確保する上で重要ということで専決と判断した。 

 

《 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「事業要望を行うことは妥当」と認める。 

 

 

《全体を通した意見》 

○今回審議した 29 地区のうち啓北地区、（仮）啓南地区、（仮）日新町地区を除いて、「事業要望

を行うことは妥当」と判断する。 

○道営住宅建設費の３地区は継続審議とし、民間等の活用を評価しているのかというところを担

当課で整理して各委員に再説明を行い、第１回政策評価委員会の前にもう１度判断する。 

 

 

３ その他 

（１）新千歳空港インター線に係る整備後の効果について 

 

【建設部道路課】 

 （事業概要、経緯、整備後の効果等について、資料により説明） 
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《 質 疑 》 

 

【渡部委員】 

 分譲地にはまだ多くの空きがあるとのことだが、これまでの推移から今後も伸びる勢いがある

のか、あるいは分譲地を造りすぎている現状にあるのか。また、ロジスティックセンターについ

て、物流や空港があることを利用して造ろうということと思われるが、空港との関連において、

利用者は新千歳空港ＩＣや新千歳空港に近いことをうまく活用されているのか。 

 

【建設部道路課】 

 新千歳空港の全体の貨物の伸びはかなり大きく、特に国際貨物の量が増加していることから、

新型コロナウイルス感染症の影響はあるが、今後も工業団地への企業誘致は進むものと考えてい

る。 

 また、ロジスティックセンターは新千歳空港の運営を行っていた北海道空港株式会社が物流拠

点として造成した経緯があり、将来的にはインランドデポ機能も想定して造成していることから、

新千歳空港と密接な関わりを持っていると考えている。 

 

【渡部委員】 

新千歳空港ＩＣや新千歳空港が近いことをうまく繋ぐ役割を果たすことが期待されているとい

うことか。 

 

【建設部道路課】 

 そのとおり。 

 

【渡部委員】 

 新型コロナウイルス感染症の影響で世の中が変わってしまったのですぐには難しいと思われる

が、しっかりとこの場所をＰＲして、さらに活用されていくことが大事。 

 

【内田委員長】 

 説明資料２ページについて、分譲済み区画は開業後の伸び率が高くなっていて、ある程度の効

果があるように見えるが、分譲数も開業後に増加しており、造成して余るようなことは良くない

ため、今後も造成する計画があるのか確認したい。 

 

【建設部道路課】 

 今後、新たな工業団地を造成する話は現時点では聞いていない。 
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《 報告事項への対処方針 》 

 

【内田委員長】 

当該地区の報告事項について、「比較的順調に整備効果が発現している」と判断する。 

 

 

（2）きたひろしま総合運動公園線に係る経過報告について 

 

【建設部道路課】 

 （これまでの経過等について、口頭により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本副委員長】 

 北広島市に問題がありそうなことはよく分かるが、北海道がきちんとコントロールできるのか

が心配。 

 

【建設部道路課】 

 今後は付帯意見で示された自然環境を監視する協議会を設置することとなっており、今月を目

処に準備しているところで、有識者や自然保護団体も含めて意見を聞きながら進めていく予定で

あり、問題なく進めていけるものと考えている。 

 

【山本副委員長】 

 よろしくお願いしたい。 

 

【内田委員長】 

 本件は、公共事業評価専門委員会での付帯意見があまり守られていないような図面が報道に出

ており、先日、北海道から説明を受けたところ。 

説明の中で、必ずしも北海道としてオーソライズされた内容でないものが環境保護団体に提供

され、混乱が生じたという背景があるとのことで、その経緯を確認したところ、北広島市と環境

保護団体との打合せではあまり図面が示されず、北広島市が議論・調整を進めてしまい、設計が

変わるような図面が後になって出てきたということが混乱の原因とのことで、今後は北海道側で

ガバナンスを取って、調整しながら進めていくという内容の説明。 

4 月以前は、きちんと管理できる立場ではなかったということで仕方ない部分も多少あったが、

年度が変わってきちんとやっていただくということで大丈夫か。 
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【建設部道路課】 

 きちんと協議会の中で議論しながら進めていきたいと思っている。 

 

【内田委員長】 

 あってはならないことだが、議論の中で設計が大幅に変わりそうな場合には公共事業評価専門

委員会に諮るよう対応をお願いしたい。 

 

《 報告事項への対処方針 》 

 

【内田委員長】 

当該地区の報告事項について、「今後は北海道がガバナンスを持ち、公共事業評価専門委員会が

付けた付帯意見が遵守されるよう事業を進めていくこと」とする。 

 

 

（3）令和２年度第１回北海道政策評価委員会の開催について 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

 第１回政策評価委員会の開催予定を説明。 

 

 

 

 

４ 閉会 


