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１ 開会 

 

 

 

２ 議事 

 

（１）令和２年度公共事業評価における実施方針（案）について 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

実施方針（案）及び様式（案）【資料１～４】について、昨年度（令和元年度）からの変更点を

説明。 

 実施方針（案）の変更点は、再評価及び（大規模等）事前評価（以下、「事前評価」という。）に

共通する内容として、一次政策評価の実施細目を実施方針の中に位置付け、基本方針と重複する

内容の削除、二次政策評価における一次政策評価の実施方針との内容重複による記載内容の修正、

二次政策評価における留意事項の作成に伴う「その他」の追加、二次政策評価における評価の視

点と方法の一括り化、様式名の修正及び報告時期の追加、主語がなかった箇所への主語の追加、

軽微な文言や項番・項目名の修正、年度や日付の変更。 

 再評価における実施方針（案）の変更点は、国の要件に合わせた文言の修正、農政部所管事業

に係る評価の時点の追加。 

 事前評価における実施方針（案）の変更点は、再評価に合わせた文言の修正、評価の対象を４

区分に修正、実態に合わせた作成様式の提出期限の修正、一次政策評価における二次政策評価の

実施方針との内容重複による項目の削除。 

 様式（案）の変更点は、再評価及び事前評価に共通する内容として、年度を和暦と西暦の２段

書きに統一。 

 再評価の様式（案）に共通する変更点は、事業経過に係る文言の統一。 

 再評価の（様式１）については、「経過年数」の削除と「前回評価年度」の追加、「再評価対象区

分」の記載方法の変更、記載例の追加。 

 再評価の（様式３）については、比較する事業経過の「事前評価又は当初」・「前回評価」・「今回

評価」への変更、補足資料の項番と項目名の修正、軽微な文言の修正。 

 再評価の（様式４）については、実施方針の変更に伴う様式番号と様式名の変更、事業経過・

主な工種・総事業費の２段書きへの変更、軽微な文言の修正。 

 再評価の（様式５）については、実施方針の変更に伴う様式番号と様式名の変更、事業費と事

業経過の２段書きへの変更、「前回評価年度」の追加、年度表示欄の修正、軽微な文言の修正。 

 再評価の（様式６）については、実施方針の変更に伴う様式番号と様式名の変更、「整理番号」

の追加、「経過年数」の削除と「前回評価年度」の追加、上段と下段の内容に係る定義の変更、軽

微な文言の修正。 
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 事前評価の様式（案）に共通する変更点は、年度に係る文言の統一。 

 事前評価の（様式１）については、「事前評価対象区分」の記載方法の変更。 

 事前評価の（様式３）については、軽微な文言の修正。 

 事前評価の（様式４）については、実施方針の変更に伴う様式番号と様式名の変更、「摘要」欄

の記載内容の追加、軽微な文言の修正。 

 事前評価の（様式５）については、実施方針の変更に伴う様式番号と様式名の変更、記載例の

修正、軽微な文言の修正。 

 事前評価の（様式６）については、実施方針の変更に伴う様式番号と様式名の変更、地区ごと

に１枚の作成に変更、軽微な文言の修正。 

 

《 審 議 》 

 特に意見なし。 

 

《 審議結果 》 

 実施方針（案）について了承。 

 

 

（２）過年度公共事業（大規模等）事前評価対象地区の事業採択結果報告について 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

事前評価における一次政策評価の実施方針 10 の規定に基づき、過年度に事前評価を行った地

区について、事業採択の状況や事業採択時点の事業計画等を本委員会に報告するもの。 

該当地区数は、平成 30 年度実施方針に基づく事前評価の対象地区 26 地区のほか、平成 29 年

度実施方針に基づく事前評価の対象地区のうち、昨年度に事業採択が行われなかった１地区の計

27 地区で、内訳は平成 30 年度事前評価 26 地区のうち、農政部所管が 22 地区、建設部所管が

４地区、平成 29 年度事前評価の１地区は建設部所管。 

資料５に基づいて各部より事業採択結果を報告。ただし、整理番号 23 の道路改築事業費きた

ひろしま総合運動公園線地区は、事前評価時点と事業採択時点で内容に変更がなかったため建設

部からの報告を省略。 

 

【農政部農村計画課】 

 整理番号１～22 番の農政部所管事業 22 地区に係る事業内容等の変更箇所について、資料５に

基づいて説明。 

 

【建設部河川砂防課】 

 整理番号 24～26 番の３地区に係る事業内容等の変更箇所（事業採択年度）について、資料５
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に基づいて説明。 

 

【建設部都市環境課】 

 整理番号 27 番の地区に係る事業内容等の変更箇所（事業採択年度）について、資料５に基づい

て説明。 

 

《 質 疑 》 

 

【中津川委員】 

整理番号８番の篠津２地区について、上位事業の国営事業はどのような経緯で取り止めになっ

たのか。国営事業が必要ないということで取り止めになったのであれば、同じような考え方で道

営事業も取り止めになるのか。そもそも公共事業評価専門委員会（以下、「公共委員会」という。）

が必要だと認めたことが、国営事業としては否定されたということになるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

国営事業の見直しとは、当該地域の水配分の見直しということ。通常、水田用水においては水

田作付面積をこれまでの実績を基に検討して用水量を算定しており、これまでは国営事業の受益

面積全体で一律の割合により水田作付面積を算定して用水量を算定していたが、転作が増えてい

ることもあり、各ブロックの水田・畑地の面積に合わせて用水量を決定することになった。この

ような背景から、今回、国営事業が用水計画を見直すことになったため、道営事業としては取り

止めにする訳ではなく、国営事業の用水計画が決定するまで延伸ということである。 

 

【中津川委員】 

中止ではなく、延期ということでよろしいか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。 

 

【内田委員長】 

整理番号 16 番の老節布地区について、事業量が増えているのに総事業費が減っていることで

よろしいか。 

 例えば、排水路が 200ｍから 1,100ｍ、畑地かんがいが 337ha から 461ha と整備の規模が増

えているのに総事業費が減るということでよろしいか。 
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【農政部農村計画課】 

事業量の増加によって事業費が増える一方で、区画整理の細工種における暗渠排水 60ha の取

り止めや客土における土取場距離の短縮により事業費が減っており、合計すると総事業費が減っ

たということになる。 

 

【内田委員長】 

調書上では見えないところで事業費が減っているということで理解した。 

 

【千葉委員】 

整理番号 11 番の西篠津北地区について、事業量の変更がないのに総事業費が 1.3 億円増えて

いるが、その理由は如何。 

 

【農政部農村計画課】 

一部ほ場で埋木があることが分かり、その埋木の処理費が増えたことによって総事業費が増え

ている。 

 

【千葉委員】 

埋木の処理は事前評価後に分かったことなのか。 

 

【農政部農村計画課】 

昨年度の公共委員会の後に最終的な現地調査を行って判明した。 

 

【厚井委員】 

整理番号 16 番の老節布地区について、受益面積や受益戸数はそれほど変わっていないのにＢ

／Ｃが下がっている理由はあるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

Ｂ／Ｃが大きく下がった要因として、畑地かんがいの面積が事前評価時の 337ha から事業採択

時は 461ha と増えたことに伴い、当該地区に関連する国営事業（ダムから幹線用水路）の事業費

が事業採択時に C（費用）に加わったことによる。 

 

【厚井委員】 

 畑地かんがいの事業費は増えているか。 
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【農政部農村計画課】 

 道営事業の畑地かんがいに係る事業費も上位の国営事業の事業費もともに増えており、この結

果、Ｂ／Ｃが大きく下がっている。 

 

【厚井委員】 

総事業費が減っているのであれば、Ｂ／Ｃが大きくなりそうな気がするのだが。 

 

【農政部農村計画課】 

道営事業としては 1,370 百万円から 1,100 百万円と 270 百万円減っているが、上位事業であ

る国営事業の総事業費におけるダムの事業費が非常に大きく、当該地区の関連事業としてかなり

の額を占めて計上されているためＢ／Ｃが大幅に下がった。 

 

【厚井委員】 

道営事業の総事業費 1,100 百万円に国営事業の事業費がプラスされて、Ｂ／Ｃが下がることに

なるということか。 

 

【農政部農村計画課】 

そういう解釈で問題ない。 

 

【内田委員長】 

国営事業の総事業費は道営事業の総事業費には含まれないということで、資料５に記載されて

いる数字だけでは分からないものがあるということでよろしいか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。国営事業の事業費も関連事業費として算出してＢ／Ｃに反映している。 

 

【渡部副委員長】 

整理番号 24～26 番の３地区について、他の事業ではなくて、この３地区が前倒し採択に選ば

れた理由をはっきり説明してもらいたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

この３地区は令和２年度採択予定で国へ要望していたが、昨年度末の補正予算が早期に事業着

手可能な予算ということで、事業採択を令和元年度に前倒ししてもらった。早く予算が付くこと

によって、事業効果の早期発現が期待されるものとして採択された。 
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【渡部副委員長】 

早期の事業実施の効果が高いということで採択が前倒しになったのか、たまたま予算金額が合

ったから採択が前倒しになったのかというところで、事業評価としては公共委員会も妥当とした

ことから、事業実施による高い効果が強く認められたという説明をしてもらった方が公共委員会

としても納得しやすい。 

 

【建設部河川砂防課】 

治水事業であり、効果の早期発現が期待されている事業としてこの３地区が採択された。 

 

【渡部副委員長】 

３地区とも前倒し採択されたということで非常によろしいことだが、説明の仕方として、補正

予算によって受動的に前倒し採択されたということではなく、効果の早期発現の面から積極的に

前倒し採択されたという説明をしてもらいたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

以後の説明では気を付ける。 

 

【中前委員】 

整理番号２番の豊葦第１地区について、受益面積が１ha 減って総事業費は上がっているが、Ｂ

／Ｃは上がっていることについて説明していただきたい。 

また、事前評価時の排水路 262ｍが事業採択時に記載されていない理由も教えていただきたい。 

 

【農政部農村計画課】 

受益面積が 124ha から 123ha と 1ha 減った理由は、換地計画の作成過程における精査による

もの。 

 受益戸数が１戸減った理由は、畑として参加していた受益者が、事業採択前に流動化によりい

なくなったことによるもの。 

 総事業費もＢ／Ｃも上がっている理由は、一部ほ場で埋木があることが確認されたため、その

処理費の増加により総事業費が増加となっている一方、地域の最終的な作付作物を精査した結果、

Ｂ／Ｃが上がっている。 

 排水路が事業採択時に記載されていない理由は、区画整理の細工種である排水路に移行したこ

とによるもの。 

 

【中津川委員】 

先ほどから報告内容に対して一部の委員から意見が出ているが、本案件は報告事項の扱いとな
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っており、公共委員会が労力をかけて審議してきた経緯があるが、採択までに変更や取り止め等

が生じており、様式１枚で簡単に報告というのは如何なものか。もう少し背景や経緯等をきちん

と説明し、報告ではない扱いをお願いしたい。 

 

【内田委員長】 

事業採択時点の内容は事前評価で審議した内容と変わらないと思っており、再評価と違って内

容に大きな変更があるとおかしいこととなるが、様式４だけでは細かく見ると疑問が出てくるた

め、ご発言のとおり丁寧な説明が必要と思われる。 

丁寧な説明及び採択結果報告の扱いについて、今後、事務局と検討させていただきたいが、よ

ろしいか。 

 

【各委員】 

 特に意見なし。 

 

【内田委員長】 

（２）の過年度公共事業（大規模等）事前評価対象地区の事業採択結果報告については以上と

する。 

 

 

（３）公共事業再評価対象地区について 

 

 ① 再評価対象地区に係る報告 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

今年度の再評価対象地区は 34 地区で、内訳は「事業採択後長期間を経過した時点で継続中

の地区」が９地区、「再評価実施後一定期間が経過している地区」が 15 地区、「再評価における

一次政策評価の実施方針３の（１）のただし書き（ア）に該当する地区」（翌年度完了見込み地

区）が３地区、「同ただし書きの（イ）に該当する地区」（高進捗率又は主要工事完了地区）が４

地区、「事業費に大幅な変更のある地区」が３地区で、部ごとの内訳は農政部所管が２地区、水

産林務部所管が１地区、建設部所管が 31 地区。 

このうち翌年度完了見込みの３地区は公共委員会への報告を行い、再評価は実施の対象外と

なっており、高進捗率又は主要工事完了の４地区は公共委員会で再評価実施の要否を判断する

もの。 

 

《 質 疑 》 

特に意見なし。 
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【内田委員長】 

（３）①の再評価対象地区に係る報告は以上とする。 

 

 

 ② 評価実施年度の翌年度完了見込み地区に係る報告 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

再評価における一次政策評価の実施方針３の（１）のただし書き（ア）の規定に基づき、『既

に用地買収や家屋移転補償が完了するなど阻害要因がなく、評価対象年度の翌年度に完了する

見込みの地区は評価対象から除く』地区として、残っている事業内容等を公共委員会に報告す

るもの。 

今回の報告地区は、広域河川改修事業、火山砂防事業、都市計画街路事業が各１地区の計３

地区で、いずれも令和３年度に完了する見込み。 

資料７に基づいて、建設部から各地区の内容等を説明。 

 

【建設部河川砂防課】 

 整理番号１番と２番の地区に係る事業経過や来年度の事業予定内容等について、資料７に基

づいて説明。 

 

【建設部都市環境課】 

 整理番号３番の地区に係る事業経過や来年度の事業予定内容等について、資料７に基づいて

説明。 

 

《 質 疑 》 

 特に意見なし。 

 

【内田委員長】 

（３）②の評価実施年度の翌年度完了見込み地区に係る報告は以上とする。 

 

 

 ③ 高進捗率又は主要工事完了地区に係る報告 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

再評価における一次政策評価の実施方針３の（１）のただし書き（イ）の規定に基づき、『事

業費の進捗率が概ね 90％以上又は主要工事が完了している地区』が該当し、再評価実施の要否

を公共委員会で判断するもの。 
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 今回の該当地区は、農政部所管の道営農地防災事業費が１地区、建設部所管の道路改築事業

費が２地区と地すべり対策事業費が１地区の計４地区で、建設部所管の道路改築事業費の名寄

遠別線地区は主要工事完了に該当し、それ以外の３地区は進捗率 90％以上に該当。 

農政部と建設部から、資料８と補足資料に基づいて各地区の進捗状況等を説明。 

 

【農政部農村整備課】 

 道営農地防災事業費 東地区に係る計画変更の経緯や事業の進捗状況等について、資料８と

補足資料により説明。 

 

【建設部道路課】 

 道路改築事業費の洞爺公園洞爺線・滝之町伊達線地区と名寄遠別線地区に係る計画変更の経

緯や事業の進捗状況等について、資料８と補足資料により説明。 

 

【建設部河川砂防課】 

 地すべり対策事業費 鈴川（２）地区に係る計画変更の経緯や事業の進捗状況等について、

資料８と補足資料により説明。 

 

《 質 疑 》 

 

【内田委員長】 

東地区について、資料８の進捗状況で用地補償費の進捗率が 17％と低いが、今後の見通しは

立っているか。 

 

 【農政部農村整備課】 

当該地区の用地補償費は、最終年度に行う予定の管理用道路の整備に係る用地買収や牧柵移

設に係る費用として考えており、令和４年度までに買収等を終わらせて完了する予定である。 

 

【内田委員長】 

用地交渉で地権者との合意はできているか。 

 

 【農政部農村整備課】 

できている。 

 

【内田委員長】 

名寄遠別線地区について、旧橋解体が０％ということだが、これは周辺工事が完了しないと
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解体できないことから、工期が後ろにずれ込むことになると思われるが、来年度からの３年間

で滞りなく撤去できるものと考えてよろしいか。 

 

【建設部道路課】 

  補足資料２ページにあるとおり、現在は新しい橋を架けており、ルートを切り替えてから来

年度以降に旧橋と旧道の撤去に着手し、滞りなく進捗するものと考えている。 

【内田委員長】 

開通するのは旧橋と旧道の撤去が終わってからか。 

 

【建設部道路課】 

来年度に舗装が完了しだい開通し、開通後に旧橋と旧道を撤去する。 

 

《 結 果 》 

いずれも再評価の実施は不要として了承。 

 

 

 ④ 事業費大幅増減地区に係る報告 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

再評価における一次政策評価の実施方針３（２）のウの「その他」で、『10 億円以上の増減

が生じた地区のうち、目的、事業手法、施設規模等の事業内容に大幅な変更があり、特に必要

と認める地区』を評価の対象とするもの。 

今回の該当地区は、農政部所管の道営土地改良事業、水産林務部所管の漁港海岸保全事業、

建設部所管の都市計画街路事業が各１地区の計３地区で、いずれも 10 億円以上の増減が生じ、

施設規模等が変更となっている。 

実施方針３の（１）の規定に基づく再評価年度は、いずれの地区も来年度以降だが、今年度

に事業費や事業内容が大幅に変更したことから再評価の対象とするもの。 

各部の担当課から資料９のほか、農政部と建設部は補足資料に基づいて、事業概要や事業費

変更の経緯等を説明。 

 

【農政部農地整備課】 

 整理番号１番の地区に係る変更理由及び増減額の内訳等について、資料９と補足資料に基づ

いて説明。 
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【水産林務部漁港漁村課】 

 整理番号３番の地区に係る変更理由及び増減額の内訳等について、資料９に基づいて説明。 

 

【建設部都市環境課】 

 整理番号 30 番の地区に係る変更理由及び増減額の内訳等について、資料９と補足資料に基

づいて説明。 

 

《 質 疑 》 

 

 【千葉委員】 

整理番号１番の山林川地区について２つ質問させていただく。 

１つ目は、過去にも同程度の雨量で被害が出ていたということだが、今回の平成 27 年の雨

量と比較しても特に多いものではないと認識されているようだが、過去の雨量を基にこの洪水

量から排水量を想定できなかった理由は何か。 

２つ目は、集中豪雨のリスクは前より高まっているが、これまでの想定を変える必要がない

のか。 

 

 【農政部農地整備課】 

１点目の質問について、当該地区は平成 26 年度に事業計画を策定、平成 27 年度に事業採択

されているが、農業農村整備事業の場合は通常、用排水路設計指針に基づいて事業採択するこ

とになっている。ただ、事業計画の策定段階（以下、「計画策定時」という。）に過去の豪雨によ

ってここまでの洪水が発生するという認識については、計画策定時では考え方が甘かったと言

わざるを得ない状況となっており、事業採択後の洪水被害発生後に現地調査を行って洪水解析

をしたところ、本来あふれないはずの降雨であふれていたことを現地で確認し、今回の見直し

に至ったところ。 

  ２点目の質問について、近年、集中的に発生している豪雨のリスクということだが、豪雨の

リスクについては洪水痕跡を使って、平成 28 年にも平成 27 年と似たような降雨があり、その

時の雨量と洪水状況を精査した結果、変更後の計画排水量（36m3/s）を決定しており、実際の

最近の降雨による洪水痕跡を使って確認した結果になっている。 

 

 【千葉委員】 

１番目の質問の回答について、結局は過去に使用したデータでは詳細な現地調査ができてお

らず、平成 27 年の豪雨で実際に測った結果が想定以上だったということか。 
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 【農政部農地整備課】 

計画策定時では現地調査の結果を使用しておらず、平成 27 年の降雨により見直した結果、

今回排水量の見直しを行うこととした。 

 

 【中津川委員】 

整理番号１番の山林川地区について、総事業費が約３倍となったのは雨の想定が変わったか

らということだが、計画策定時の考え方は 10 年に１度の雨量で排水量を決定したということ

でよろしいか。時間雨量が 10 年に１度の確率（以下、○年に１度の確率を「1/○確率」とい

う。）という考え方でよろしいか。 

 

 【農政部農地整備課】 

計画の確率年については 1/10 確率で間違いない。 

 

 【中津川委員】 

補足資料 3 ページ目を見ると、確率雨量強度（ｒ）＝37.728mm/hr が今回の計画の時間雨

量だが、1/10 確率の雨量となっているのか。 

 

 【農政部農地整備課】 

算定した結果がこの数値となっている。 

 

 【中津川委員】 

27.2mm/hr というのは 1/6 確率の時間雨量で、1/10 確率で 37.728mm/hr ということで

間違いないか。 

 

 【農政部農地整備課】 

補足資料の数値で間違いない。 

 

 【中津川委員】 

間違いでなければいいが、かなり過大に計画を設定しているのではないかと。 

もう１つ気になるのは、他の河川との整合性は考え方として取れているのか。 

 

 【農政部農地整備課】 

洪水発生時に確認したところ、近隣にある他の河川では洪水が発生しておらず、山林川だけ

洪水が発生していて、山林川だけ洪水到達時間が早いことが現地の調査結果で分かった。 
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 【中津川委員】 

山林川だけ雨量強度を大幅に増やしてしまうと、他の河川も洪水被害が出るという結果にな

らないかと考えたのだが、いかがか。 

 

 【農政部農地整備課】 

現地の調査結果から今回の結果が導き出されており、他の河川では洪水が発生しておらず、

山林川だけ洪水が発生しており、山林川では流入・流下時間が早いということでこういう流量

になるということ。 

 

 【中津川委員】 

洪水到達時間が大幅に短くなったことで確率雨量強度＝37.728mm/hr になったということ

であって、1/10 確率の雨量ではない気がして確認させてもらったが、この認識で間違いないか。 

 

 【農政部農地整備課】 

確認をした結果が 37.728mm/hr だったため、一度持ち帰って確認させていただきたい。 

 

 【中津川委員】 

1/10 確率の雨量で算出したのか、計算式で算出したのか、確認してほしい。 

 

【渡部副委員長】 

３地区の説明を聞いていると、当初に想定したものと違っていたから増額するとのことだが、

非常に大きなレベルでの増額となっている。 

元々の現地における状況把握の不足又は甘さを前面に説明しているような気がするが、整理

番号１番の地区だと降雨後の状況を見たら実際には予想を超えたもの、整理番号３番の地区は

地盤情報がなければ非常に難しいところはあるものの、杭長が伸びたので増額になるもの、整

理番号 30 番の地区は地盤調査の結果、法面の勾配が変更になるものなど、非常に甘く予測し

て計画を立て、設計を行い、予算要求して、事業採択後に詳細設計を行ったら大きな金額にな

ったという話である。 

悪い言い方だが、小さい予算で事業化するという、事業採択されるためのテクニックとして

安く見せているのではないかといったことも指摘されるような状況かと思われる。 

３地区の現状はやむを得ないとしても、なぜ予測できなかったのかという丁寧な理由付け、

特に「なぜ」というところを聞き取れていないため、各部から補足する説明をしてもらいたい。 

 

【農政部農地整備課】 

計画策定時における現地での実態の調査が甘かったと考えられる。 
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排水路の場合、計画策定時には設計指針の数値に頼った設計をしてしまうことがあるため、

今後はこうした事案を参考としながら進めていく必要があると考えている。 

 

【水産林務部漁港漁村課】 

計画策定時は近隣の１箇所の地質調査データを基に杭長を決定したが、事業採択後は計画区

間内で３孔の地質調査を行い、その結果を踏まえて杭長を決定して事業費を算出している。 

 

【建設部都市環境課】 

整理番号 30 番の地区について、全延長 2.8km のうち山岳地帯が約半数の 1.3km を占めて

おり、事業採択前は全線で空中測量を行ったが、山岳地帯の区間は非常に木が生い茂っていて

地形が未確定だったこともあり、事業採択後に精査した結果、事業費が大幅に増額となったも

の。 

本来であれば現地に直接入ってボーリング等を行いたいところだが、予算的な問題もあり、

土木の場合は徐々に精度を高めていくプロセスを取るため、まずは空中測量の結果等を基に事

業費を想定したというのが現状で、今後はもう少し調査手法を検討したいと考えている。 

 

【渡部副委員長】 

予算要求する段階と、概略調査をする段階、詳細調査をする段階、どのタイミングでこの概

略調査をするべきなのか、さらに精度を高める詳細調査をいつ行うのか、予算をどこで付ける

のかをもう少し明確にしていくべきと思われる。 

行政的なやり方として、安く見せて予算を取り、事業採択後は事業中止にできないという理

由から、計画変更して増額する方法は公共事業として批判を浴びてしまう。 

そのあたり、しっかりとした事前の調査を行い、それが難しいのであれば予算要求のタイミ

ングと概略調査のタイミングを北海道として見直しを行うなどしないと、今後も同じような事

案が出てくるものと思われる。 

 

【内田委員長】 

私も渡部副委員長に同感で、特に予算が付かないと詳細な調査ができないという部分もある

かと思われるが、例えば整理番号１番の地区の水道移設工法について、24 時間給水しなければ

ならない要因は事業採択後に生じたものではなく、恐らく昔からあって、24 時間給水する施設

があったにもかかわらず、断水して工事を行うというのは、やはり見通しが良くなかったと思

われる。 

このような話はこれまでの公共委員会等で何十回も議論してきたことであるため、無くす努

力を継続的に行っていただきたい。 
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 ⑤ 再評価実施地区及び分担 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

これまでの審議結果を踏まえ、高進捗率又は主要工事完了の４地区は再評価不要と判断され

たことから、今年度の再評価実施地区は 27 地区で、内訳は「事業採択後長期間を経過した時点

で継続中の地区」が９地区、「再評価実施後一定期間が経過している地区」が 15 地区、「事業費

に大幅な変更のある地区」が３地区となっており、部ごとの内訳は農政部所管と水産林務部所

管がそれぞれ１地区、建設部所管が 25 地区。 

全員評価地区は整理番号１番の道営土地改良事業 山林川地区と、整理番号 30 番の都市計

画街路事業 ３・４・18 見晴通地区の２地区を提案。 

  各委員の担当地区は全員評価地区を除いて 25 地区となり、各委員３～４地区を担当。 

 

《 質 疑 》 

 特に意見なし。 

 

《 結 果 》 

全員評価地区及び委員担当地区は事務局からの提案どおりで決定。 

 

 

 

３ その他 

 

（１）令和２年度公共事業評価専門委員会スケジュール（案）について 

 

【事務局（総合政策部計画推進課）】 

資料 11 と補足資料に基づき、今年度の公共事業評価専門委員会スケジュールを説明。 

９月中旬～10 月上旬に委員担当地区のヒアリングを行い、新型コロナウイルス感染症の状況等

を見極めながら、各委員の判断により現地調査を行うことも可能。 

全員評価地区は新型コロナウイルス感染症の状況等を見極めながら、９月中旬～10 月上旬に現

地又は道庁でのヒアリングを予定。 

補足資料について、これまでの評価の流れでは、評価調書等の委員への提供時期など、必ずし

も統一された方法が取られてこなかったことから、関係各部と事務局への取り決め事項として実

施方針の内容を補足する「留意事項」を作成。 

これにより、二次政策評価等検討チームのヒアリングを行ってから委員ヒアリングを行う流れ

としており、委員ヒアリング後には地区の担当委員と二次政策評価等検討チームで公共委員会に

向けた審議内容等の調整を予定。 
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《 質 疑 》 

 特に意見なし。 

 

 

（２）令和元年度公共事業（大規模等）事前評価 継続審議地区の審議について 

 

「08-05 道営住宅建設 （仮）啓南地区」 

「08-06 道営住宅建設 啓北地区」 

「08-07 道営住宅建設 （仮）日新町地区」 

【建設部住宅課】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【内田委員長】 

今までは直近年度の実績の平均から事業費を示していたが、今回は個別の地区に対して計算を

行い、それぞれの地区で１～８億円の工事費の削減が示されている。 

 

【渡部副委員長】 

 以前の資料に比べると遙かに良い資料になったと思われる。共通部分は共通の費用を計算し、

住宅ごとの特徴となるところを個別に加算して算出しているため無駄がなく、工夫できるところ

も工夫しているため、本当は最初からこの形であればよかったが、非常に分かりやすい説明にな

ったのではないかという印象を持っている。 

 

【中津川委員】 

私も同様の印象だが、コストは削減したもののＢ／Ｃが下がったのはどうしてか。 

 

【建設部住宅課】 

Ｂ／Ｃについては、便益の計算過程において建設費が家賃収入に影響することから、建設費が

下がることで家賃収入も下がり、その影響で若干Ｂ／Ｃが下がっている。 

 

【中津川委員】 

コストは下がったが、居住性や住環境も水準が落ちるということか。 

 

【建設部住宅課】 

住環境等の水準は変わらない。 
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建設費を基に便益に用いる家賃を決定するため、建設費が下がると便益の家賃も同様に下がる

という理屈である。 

 

【中津川委員】 

連動しているということでよいか。 

 

【建設部住宅課】 

そのとおり。 

 

【内田委員長】 

費用便益の計算だが、建設費に基づいて近傍同種家賃が計算されるため、建設費と便益の家賃

は完全に連動する形になっていて、この近傍同種家賃が便益の７～８割を占めており、公営住宅

法では計算方法も示されている。 

また、この近傍同種家賃は高額所得者の家賃にもなっており、政令で定められているようにき

ちんと運用していただきたい。 

 なお、現行の道営住宅の運用における近傍同種家賃は、積算された建設費を基に計算すると啓

北地区の場合には約 14 万円/月と聞いているが、高額所得者の家賃計算の場合には積算された建

設費よりも数割安い標準建設費で計算して８～９万円/月になると聞いており、大きな差がある。

このように、標準建設費で高額所得者の家賃を計算するという事業者の裁量は、公営住宅法では

認められていないはずである。 

また、近傍同種家賃について、道民や国民にとってはどれぐらいの建設費が投入されているか

を判断する材料になり、事業評価の費用便益比にとっては便益の多くを占めるものでもあり、事

業者に裁量権がないにも関わらず、今の運用では２種類の計算方法（標準建設費による近傍同種

家賃の算定と積算された建設費による近傍同種家賃の算定）を適用しており、事業評価にとって

も公営住宅の運用上の混乱を生じる原因となっている。このような乖離を改めていただくようお

願いしたい。 

 

【中前委員】 

前回の公共委員会でライフサイクルコストのことも考えていただきたいと要望して説明資料に

追加していただき、非常に分かりやすくなっていてよろしいと思う。 

今回の建替によって建物自体の高さが全体的に少し高くなるのと、戸数が減るということだが、

現在の住宅の取り壊し後における土地の運用はどうなっているか。 

 

【建設部住宅課】 

各団地によって解体後の跡地の運用は異なっており、（仮）啓南地区は滝川市が今後の運用を検
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討中、啓北地区は現況と同じ団地内での建替を予定しているため跡地なし、（仮）日新町地区は苫

小牧市と協議しながら北海道として運用を検討する。 

 

【中前委員】 

住宅を建替するときに、元々の財産の処分を行って財産化し、それを財源に充てるというのが

通常の住宅建替時における運用の仕方と思われるため、余剰地も上手に活用していただければと

思う。 

 

【内田委員長】 

必要性を踏まえて積算をきちんとしていただいたということで、特に意見が無ければ「事業要

望を行うことは妥当」と判断したいと思うが如何か。 

 

【各委員】 

 特に意見なし。 

 

《 ３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。 

 

 

（３）その他 

【中津川委員】 

補足資料は和暦のみで資料を作成しているが、昭和、平成、令和が混在していて非常に分かり

にくいため、補足資料も含めて和暦と西暦を併用して表記していただきたい。 

 

 

 

４ 閉会 


