
 

- 1 - 

 

 

 

令和２年度（2020 年度） 

第４回公共事業評価専門委員会 

会 議 録 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和２年 10 月 23 日（金）10：00～16：30 

場 所：北 海 道 自 治 労 会 館 ４ 階  ４ 階 ホ ー ル 



 

- 2 - 

【出席者】 

区 分 氏   名 所 属 団 体 等 

委 員 長 内田 賢悦 北海道大学大学院工学研究院教授 

副委員長 渡部 要一 北海道大学大学院工学研究院教授 

委  員 柏木 淳一 北海道大学大学院農学研究院講師 

委  員 厚井 高志 北海道大学広域複合災害研究センター准教授 

委  員 千葉 智 千葉智公認会計士事務所所長 

委  員 中津川 誠 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 

委  員 中前 千佳 （一社）北海道開発技術センター主任研究員 

 

 

 

【事務局（北海道）】 

 総合政策部政策局計画推進課長               川村 秀明 

 総合政策部政策局計画推進課課長補佐            小林  有 

 建設部建設政策局建設政策課課長補佐            今堀 浩一 

ほか 

 

 

 

 

  



 

- 3 - 

１ 開会 

 

 

 

２ 議事 

 

（１）公共事業再評価対象地区の審議について［27 地区］ 

 

《 水産林務部所管事業について 》 
 

 中前委員担当地区（専決地区）  

「07-01 漁港海岸保全事業 古平地区」 

 

【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） 

 

【中前委員】（専決理由） 

この漁港については 50 年経過していて対策が急務であるということ、また延長や金額につい

てもそれほど大きな変更がなかったという点で専決とした。 

 

《 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」と認める。 

 

 

《 農政部所管事業について 》 

 

 全員評価地区  

「06-01 水利施設整備事業 山林川地区」 

 

【農政部農地整備課・農村計画課】 

 （事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【厚井委員】 

 事前説明の際にも質問したが、洪水到達時間について、補足資料３ページにより現地の調査結
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果をもって検証して 40～50 分で水位がピークとなっているが、通常であれば降り始めからの時

間を算出するべきではないか。８月３日では、13:20 から雨が降っていて、その後、下流でピー

クが観測されるのが 14:20 になるため時間は１時間となり、８月 23 日であれば 7:40 から雨が

降っていて下流でピークが観測されるのが 8:50 ということで時間は１時間を超える。そうする

と、当初計画の洪水到達時間（1.57 時間）と類似するが、これについてはいかがか。 

 

【農政部農地整備課】 

 当初計画については常時河谷をなす流路があると判断してルチハ式を使用しているが、その後

現地調査を行った結果、常時河谷をなす流路が確認されなかったため、変更計画ではルチハ式を

採用せずに経験値により流入時間を計算し直している。 

 

【厚井委員】 

 経験値を採用したことはいいと思うが、観測結果は１時間を超えているのに、経験値では 0.79

時間となっており、観測値を検証すると当初計画の 1.57 時間の方が近似しているのではないか。 

 降雨の流出過程を考えた時、雨が降り始めて、最初の雨が土壌に浸透し、雨が強くなるに従っ

て地下水位が上昇する。一部は浸透で土壌中を通って河川に流入し、さらに雨が強くなると土壌

が飽和状態になって表面水が川に流れていく。そのような複雑な過程の中で、結果的に下流の方

でピークが形成されることを考えると、降り始めの時間から洪水到達時間を計算した方がよいと

思っており、そうすると当初計画での洪水到達時間の方が合っているのではないか。 

 

【内田委員長】 

 用排水路設計指針では、洪水到達時間は雨の降り始めからの時間なのか、雨が降り始めて水位

が上昇してからの時間なのか、どちらか。 

 

【中津川委員】 

 合理式での計算のため、あくまでも降雨流出の計算であり、降り始めではなく、ピークの状況

から最大流量を推定する式であることから、水位上昇してからの時間で問題ない。 

 

【厚井委員】 

 補足資料 13 ページの雨量計の観測地点が地区（流域）を代表する地点ではないと思う。ルチハ

式で算出するのであれば、設置Ａ、Ｂの２か所ではなく、もっと上流側に設置した方が洪水到達

時間を正確に算出できたのではないか。 

 

【農政部農地整備課】 

 10km ほど西にある境野のアメダスデータを確認すると、降り始めの時間もピークの時間も雨
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量計のデータと類似しており、この地域で一体的に同じような形の雨雲がかかっていたものと考

えられる。 

 

【厚井委員】 

 洪水到達時間については、なかなか難しいところを決めなくてはならず、限られたデータから

算出しているということで了解した。 

 

【内田委員長】 

 厚井委員の意見は非常に重要なことで、事業概要図で工事区間の上流側の点線部分は昭和 52 年

当時に施工した排水路が記載されていると思うが、現地調査で見た時に、この点線部分には明ら

かに河谷があって護岸もされていた。厚井委員が言うように、最遠点で雨が降ったところを基準

に本区間の流入流下時間を計算に入れないと駄目だと思った。 

当初計画の計算法でやるべきところだったが、当初計画の計算法が誤っていたという感じがし

て、補足資料 3 ページの当初計画の洪水到達時間の欄に流入時間と流下時間の説明がされている

が、t0 は山腹流下時間のことで、山腹長は山肌を流れて排水路まで流れていく距離のことで、こ

れを 0.4km とするとフィヨルドのような峡谷で計算していることになる。一方、流入時間は雨水

が流域から河道へ流入するまでの時間で、t1 の計算式でＬに 4.75km を代入しているが、L は工

事延長を代入する箇所ではない。 

当初計画の計算方法は合っているが、誤った数値で計算をしていたため、平成 27 年（2015 年）

の大雨でこの計算方法と違う流量となって計画流量の見直しを行ったと思うが、そもそも当初計

画の洪水到達時間の計算方法に問題がなかったのか。 

また、常時河谷をなす流路がなかったというが、現地に行った際に明らかに点線部分には河谷

があり、この区間の流下時間を計算に入れないといけないと思っており、経験値を使うという理

由は成り立たないのではないか。 

 

【農政部農村計画課】 

 点線部分の周辺は図面を見ると全て畑地化されている箇所で、変更計画において常時河谷をな

す流路はないものと考えている。 

 

【内田委員長】 

 水が流れていても流れていなくても、谷のように抉れていれば河谷と定義するので、明らかに

河谷であると思われる。 

もう１つの問題点は、補足資料３ページの「流下時間算出」について、補足資料 14 ページの当

初計画の勾配を基に算出して、「（勾配）1/100 以上」を 1.45km としているが、補足資料 15 ペ

ージの変更計画の勾配では 1/100 以上の勾配区間が１か所もないにも関わらず当初計画の勾配
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で流下時間を算出しているため、洪水到達時間が変わってくるのではないか。 

 基本的には常時河谷をなす流路が明らかにあるため、その流下時間と変更計画の勾配を適切に

反映して計算し直すと、設計流量が変わってくるのではないかと考えられるがいかがか。 

 

【農政部農地整備課】 

 山林川全体で 4.75km の延長があり、今回の山林川地区で施工する区間は下流の 3.1km で、

施工区間より上流部には約 1.6km が残っており、補足資料３ページの「流下時間算出」で「（勾

配）1/100 以上」が 1.45km となっている区間は、補足資料 15 ページの工事終点から上流部分

を指している。 

 

【内田委員長】 

 4.75km の川の道のりで算出するのではないのか。 

 

【農政部農地整備課】 

 そのとおり。直線距離ではなく、川の線形なりの距離で算出している。 

 

【内田委員長】 

 「流下時間算出」で、例えば「（勾配）1/100 以上」にある 12.6km/hr は計画の数値か。 

 

【農政部農地整備課】 

 用排水路設計指針によって勾配ごとに流下速度が決まっている。 

 

【内田委員長】 

 工事する区間で（勾配）1/100 以上の区間があるのか。 

 

【農政部農地整備課】 

 変更計画では最も急勾配の区間で 1/130 となっており、1/100 以上の区間はない。 

 

【内田委員長】 

 そうすると、施工区間より上流の点線部分で 1.6km あるということか。 

 

【農政部農地整備課】 

 そのとおり。 
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【内田委員長】 

 了解した。やはり当初計画は誤りではないか。 

 

【農政部農村計画課】 

 そのとおり。 

 

【内田委員長】 

 変更計画では流入時間は計上せず、流下時間だけ計上しているのか。 

 

【農政部農地整備課】 

 流入時間は経験値で計上している。 

 

【中津川委員】 

当初計画の一番の問題点は、流入時間をルチハ式で計算しているが、t1 の計算でも t2 の計算

でも全延長 L=4.75km を代入して計算していてダブルカウントしていることであり、ダブルカウ

ントせずに、t1 を除いて t0 と t2 を足すと t0＋t2＝0.37 時間＋0.37 時間＝0.74 時間となり、

変更計画の洪水到達時間（0.79 時間）と近似し、最初からそのように考えれば良かったというこ

とに気付いた。 

１つ質問だが、同じ雨が降ってこの流域だけ被害が生じる理由については現地を見ても分から

なかったが、山林ではなく畑となっているため、流出の状態が変わったことが考えられる。この

考え方を他の河川に適用したらかなり過大な流量になるが、この流域だけの特徴をきちんと整理

できるのか。 

 

【農政部農地整備課】 

 １つの要因として、整備時点から現在に至る作付の変更が影響しているのではないかと考えて

調べた結果を説明する。整備当時（昭和 59 年）と現在（令和２年）の作付状況を対比すると、水

稲の作付面積は 62％減となっており、飼料作物（牧草）の面積は 0ha となっている一方で、玉ね

ぎの作付面積が３倍となっていて、水稲であれば水をある程度貯留でき、飼料作物（牧草）であ

れば表面が被覆されているため、河川に流下するまでにある程度時間が掛かるが、玉ねぎの作付

が大幅に増えると表面が被覆されず裸地状態となるため、水が流下しやすくなってしまい、作付

の変更がこの地域の流出が早くなった１つの要因だと考えられる。 

 

【中津川委員】 

 同じ雨が降ってこの地域だけ被害が生じているのは、畑地で覆われているからという説明はき

ちんとした方がよい。 



 

- 8 - 

【農政部農地整備課】 

 この地域は畑地が多いということは、１つの要因として考えられる。 

 

【中津川委員】 

 流出係数 0.55 というのは、この地域は他の地域と比べて畑地化が進んでいるため高めの値に

なっていると言えば、よろしいのではないか。 

 

【農政部農地整備課】 

 了解。 

 

【渡部副委員長】 

 補足資料３ページの変更計画の洪水到達時間の検証のグラフについて、８月３日と８月 23 日

で実測しているが、降雨の状況が違うのに洪水到達時間はほぼ同じだったということだが、これ

は地盤の状況が違うのか、直近の降雨状況が関係するのか、よく分からなくなったので、もう少

し説明してもらいたい。今の説明で土地の利用状況などがあったが、地盤の状況が降雨によって

変わっているはずなのに洪水到達時間が変わらないというのは引っ掛かってしまう。 

 

【農政部農地整備課】 

 ８月３日と８月 23 日の降雨状況は補足資料６ページと７ページに掲載しており、８月 21～23

日は大雨が続いたため飽和状態であった可能性は高いが、８月３日の雨の前は大した降雨量では

なかったため一般的な状況であったと考えられ、この条件で観測した結果、洪水到達時間が変わ

らなかった一要因として作付の変更があったことで、この地域は流出の早い地域であると考えら

れる。 

 

【渡部副委員長】 

 土が水を蓄えやすい条件とそうでない条件で洪水到達時間が変わらないのは理解できない。 

 

【農政部農地整備課】 

 作付の変更等があって、飽和状態に関わらず流出が早い地域であるということ。 

 

【渡部副委員長】 

 圧倒的に表面を流れる水の量が多い地域なのか。 

 

【農政部農地整備課】 

 そのように考えられる。 



 

- 9 - 

【内田委員長】 

 根拠はあるか。 

 

【農政部農地整備課】 

 根拠はなく、補足資料 6 ページ及び 7 ページ、並びに作付変更の資料の内容のみである。 

 

【中津川委員】 

 平成 28 年（2016 年）の８月３日と８月 23 日の流量は分からないのか。 

 それが分かれば雨の降り方によって土壌が飽和しているのか、していないのかがだいぶ見えて

くると思うが、雨の降り方が違っていたというだけでは分からない。 

 

【柏木委員】 

 集中的に雨が降っても土壌が飽和状態にならない場合もあり、実測して洪水到達時間を算出し

ているため、それほど問題はないと考える。 

 

【渡部副委員長】 

 了解。 

 

【厚井委員】 

補足資料６ページで８月３日は飽和状態と思われないとあり、８月 21 及び 23 日は飽和状態の

可能性が高いと記載しているが、これらは想像で記載していて、もしかしたら両方とも飽和状態

だったということか。 

 

【農政部農地整備課】 

 そのとおり。想像して記載しており、検証はしていない。 

 

【内田委員長】 

 補足資料６ページの表現を正確に記載したほうがよい。「飽和状態の可能性が高い」という記載

を削除すべき。 

 

【内田委員長】 

 以前から質問しているが、地域係数（ｎ）の算出において、平成 27 年（2015 年）の大雨を契

機に見直しを行ったが、平成 20 年（2008 年）までの「北海道の大雨資料」（以下、「大雨資料」

という。）第 12 編を用いて算出していて説明が付かないと思っている。ただ、平成 30 年（2018

年）までのデータを使用しても大きな傾向の違いは出ていないから問題ないとの報告を事前に受
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けているが、これは観測地点が全て北見である場合である。 

補足資料 13 ページの境野が今回の地区に最寄りのアメダス観測地点だと思われ、北見より境

野の方が近いのであれば境野で検証した方がいいと思う。平成 30 年（2018 年）までのデータ（大

雨資料第 14 編）で境野の日雨量を調べると 102mm/日であり、北見の 93mm/日より多い雨量

となっていることから、もう一度境野できちんと検証した方がいいのかもしれない。 

なぜ北見のデータを使ったのか。 

 

【農政部農地整備課】 

 今回の地区の場合、観測地点は北見の方が境野より近いため北見のデータを使っている。 

 

【内田委員長】 

 大雨資料の観測地点をインターネットで調べると境野の方が近く見える。 

 

【農政部農地整備課】 

 補足資料 13 ページに北見の観測地点を掲載していないが、北見の方が近い。 

 

【中津川委員】 

 境野はそれほど古くない観測地点で、統計的に分析できないということで北見にしたのではな

いか。ちなみに境野のデータは何年前からあるのか。 

 

【農政部農地整備課】 

 日雨量は昭和 53 年（1978 年）からのデータがある。 

 

【中津川委員】 

 そういうことであればデータはあると言える。 

 

【内田委員長】 

 当初計画から境野でやるべきなのではないか。 

 

【中津川委員】 

 平成 28 年（2016 年）の実測値を基に、平成 27 年（2015 年）も同じような流量があったと

いうことを言っているのではないか。 

 

【内田委員長】 

 補足資料 13 ページを見るだけでは同じ時間で水位のピークが出るということがなかなか理解
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できないため、その辺をきちんと説明できるようにしてもらいたい。 

また、結局はアメダスのデータがあったため、当初計画からアメダスデータを使えたはずであ

る。大雨資料第 12 編で平成 20 年（2008 年）までのデータしか出ていなかったと言われても、

アメダスのデータは公表されているため、それを使って検証すればいろいろな質問に説明できる

ようになっていたかと考える。 

 

【内田委員長】 

 当該地区の対処方針を決めたいと思う。 

当該地区には付帯意見を付けることとする。現状の地形をきちんと勘案した上で、近年の降雨

状況といったものも平成 30 年（2018 年）までのデータが大雨資料第 14 編で出ているため、も

う一度計画を検証した上で進めることとする。具体的な文言は後で考えるが、そのような意見を

付けることとする。 

また、当初計画にあまりに初歩的なミスがあったため、もう一度変更計画についてもダブルチ

ェック、トリプルチェックして進めた方がいいという意見を付けることとするが、それでよろし

いか。 

 

【中津川委員】 

今の内容と別の観点での追加である。 

現地を見た際に、ほとんど農地で土砂の流亡が非常に多い河川だと感じたが、せっかく整備し

ても土砂が溜まってしまって、特に最初に見た所は勾配が緩くなる変曲点で、そこに土砂が溜ま

って流下能力が足りなくなって溢れてしまうということだったため、整備後に何かしらの対応を

しなければ駄目という話が出てくるのではないか。そこをきちんと考えるべきではないかと思っ

たので、整備後の対応もできる限り計画に反映すべきと考える。 

 

【内田委員長】 

 維持管理をどうやっていくのか、もう一度精査するよう意見を併せて付けて、本地区について

は基本的に進めていく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「付帯意見ありで事業継続は妥当」と認める。 
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《 建設部所管事業について 》 
 

 千葉委員担当地区（審議地区）  

「08-03 広域河川改修事業費 入志別川地区」 

 

【千葉委員】 

再評価調書の工事費内訳のとおり、河川を拡幅する事業であるが、附帯工事として橋梁の架け

替え及び仮橋の設置等の費用が工事費の約６割程度と主要な部分を占めている。施工地区は深川

市街地の北東に位置し、農地が広がっている地域が中心となっており、下流から工事が進められ

ているが、橋梁の架け替えでは当初予定していなかった仮橋が必要となって増額変更が生じてい

る。 

また、地区的には水田が広がる地域で民家は点在している状況となっており、上流は山に囲ま

れて交通量も少なく、頻繁に橋梁を利用する機会は少ないものと想定している。これら橋梁の架

け替えは事業コストの増減に関して大きなウエイトを占めており、深川市との今後の協議等を含

めた進め方等によってコストが相当変わってくることから、他の委員の意見も聞きたくて審議地

区と判断した。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【厚井委員】 

一番上流の橋梁で、例えば番号⑯西尚武山線橋、⑰無名橋、⑱出合橋は距離が近いように見え

るが、これは⑰無名橋に統合できないものか。 

 

【建設部河川砂防課】 

現在、工事は下流から進めており、橋梁架け替えの協議においても下流から進めている。 

上流については、引き続き橋梁管理者である深川市と統廃合ができないか協議を行い、可能で

あれば廃止も視野に進めていきたいと考えている。 

 

【内田委員長】 

 それぞれの橋梁の交通量はどのくらいか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 交通量については橋梁管理者が橋梁を架ける際に調査をしていると考えているが、河川工事に
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際して新たな調査は行っていない。 

【内田委員長】 

橋梁の統合や廃止の決定における基準は何か。 

 

【建設部河川砂防課】 

最終的な判断は橋梁管理者に委ねられることになるが、今回変更で廃止とした①第２作道橋は

農作業に利用していたが、少し迂回すれば②第２入志別橋を利用できるということで、統廃合に

向けた橋梁管理者及び地権者との協議により廃止としたもの。 

 

【柏木委員】 

工事費内訳について、主体工事である掘削工の増額理由は何か。 

 

【建設部河川砂防課】 

物価上昇と消費税率の上昇に伴って増額している。 

 

【柏木委員】 

橋梁の架け替えには一部課題が残るが、主体工事は当初の計画どおりに進み、目的は達成でき

るということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

そのとおり。 

 

【内田委員長】 

工事費内訳だけを見ると附帯工事費が全体の６割を占めるのは確かに大きいと思うが、協議中

の橋梁が統合・廃止された場合には、全体事業費に対して附帯工事の割合はどの程度下がるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

協議中の３橋梁を廃止した場合、約３億円の縮減となるが、それでも全体事業費の６割弱を占

めることになる。 

 

【渡部副委員長】 

河道掘削によって影響を受ける橋梁は全てか、それとも限られた橋梁か。 

場合によっては、影響を受けない橋梁を架け替えることもあり得るのか、その点での整理はど

うか。 

 



 

- 14 - 

 

【建設部河川砂防課】 

例えば、⑦入志別橋は道道橋になるが、これらの橋梁は河道を拡幅した場合でも現在の橋長で

流下断面が確保できているということで、架け替えが必要ないと判断している。 

このように、橋梁ごとに河道拡幅による影響の有無を勘案して架け替えの要否を決めている。 

 

【渡部副委員長】 

架け替えを想定した時に、最も影響を受ける橋梁はどれになるか。 

 

【建設部河川砂防課】 

今回の架け替え橋梁は全て河道拡幅により影響を受ける橋梁である。 

 

【渡部副委員長】 

資料の作成に当たっては、その影響度合が分かるように整理をお願いしたい。 

 

【内田委員長】 

基本的に架け替える橋梁は、既設利用では流下断面が不足し、洪水の影響を受けるため、河道

拡幅の影響からやむを得ないものを架け替えるという考えか。 

 

【建設部河川砂防課】 

そのとおり。 

 

【内田委員長】 

 橋梁の架け替えについては、橋梁管理者との協議の中で可能な限り統廃合を進めることとして、

「事業継続に係る今後の対処方針は妥当」と認めるということでよろしいか。 

 

【各委員】 

 （意見なし） 

 

《 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」と認める。 
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 中津川委員担当地区（審議地区）  

「08-04 広域河川改修事業費 比布川地区」 

 

【中津川委員】 

河川改修の必要性は理解しているが、先ほどの地区（入志別川地区）と同じく、橋梁の架け替

えについて疑義が生じた。 

10 線橋と 11 線橋については、両橋梁とも仮橋を設置して架け替えることとなっており、10 線

橋はそれなりに交通量も多いことから仮橋の設置は理解できたが、11 線橋については橋梁の背後

が採草畑であることと、家屋はあるが常時居住していないとのことから、そもそも橋梁以外に別

のアクセス手段がないのか、もしくは架け替えるとしても仮橋が本当に必要なのかという疑義が

生じた。補足資料８ページで、担当課からは当初計画において 11 線橋の架け替え工事に当たっ

て冬期間の通行止めを想定していたが、実際の施工状況等から工事が２か年となり、長期間の通

行止めが生じることから仮橋設置が必要になったという説明を受けたが、その分のコストが増額

になり、費用対効果の点から考えても疑問があったことから、他の委員の意見も聞きたくて審議

地区と判断した。 

 

【建設部河川砂防課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【柏木委員】 

補足資料８ページと 11 ページの関係だが、11 線橋の橋台工の施工期間が変わっていることに

ついて、2 基を並行して施工することで３か月にできるということでよろしいか。 

 

【建設部河川砂防課】 

左右岸の橋台を１基ずつ施工した場合は６か月の期間を要するため、両方一度に施工できない

かということで工程を見直した結果、３か月に短縮できるという結果になった。 

 

【内田委員長】 

工期を考慮すると冬期間の施工では終わらないため、11 線橋では仮道・仮橋が必要ということ

か。 

 

【建設部河川砂防課】 

11 線橋の利用者は採草畑の耕作者と家屋の所有者の２名がいて、採草畑の耕作者は夏期に利用
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しており、家屋の所有者は通年で利用している状況にあることから、比布町の除雪路線として冬

期間も車が通行できるように管理されていることから、通年による仮道・仮橋が必要である。 

 

【渡部副委員長】 

 仮橋ではなく現橋のすぐ横に本設橋を造り、併せて道路の位置を変えることは許されないのか。

用地を補償して、公共施設の位置を変えてしまうことは許されないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 橋梁の設計に当たって現橋を仮橋として路線を変更することも検討したが、用地買収等を勘案

したところ、仮道・仮橋の方が安価であるという結果であった。 

 

【渡部副委員長】 

 路線を変更する方が一見すると安く見えるが、用地補償等でコストが増えるという総合的な判

断の基に、現橋を架け替えるという結論に至っているということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 そのとおり。 

 

【中津川委員】 

 河川改修は行うのだから、それに併せて管理用道路を造り、11 線橋の架け替えをやめて、10 線

橋から管理用道路を利用してアクセスできるようにしたらどうか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 採草畑があるため下流から管理用道路を利用して営農することは難しいということ、橋梁管理

者である比布町との協議において、比布町として今後も橋梁を管理していくという協議結果を踏

まえて、架け替えを行うこととしている。 

 

【中津川委員】 

 実際にそのような検討はしたのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 検討において橋梁管理者と協議しており、コストの面からも架け替えが妥当という結論になっ

ている。 
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【中津川委員】 

特定の利用者のためというのではなく、河川管理を目的として管理用道路を整備し、さらに迂

回のためのアクセスにも利用できるとする考え方の方が、公共事業を行う上では説得力があるも

のと思う。 

例えば、用地買収して遊水地にするというような流域治水を検討するなど、大きな計画論的な

話もあり、11 線橋のように家屋１軒のために橋梁を架け替えて維持管理し続けるというのは、将

来の日本、地域にとって本当に得策なのかという視点も持って考えた方がよい。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今後、計画を立案する際には、そのような視点も十分に考慮して事業を進めたいと思う。 

 

【内田委員長】 

 家屋や採草畑の利用状況、除雪路線ということで公共性が高い路線であること、さらに中津川

委員から質問のあった管理用道路についても検討した結果、基本的には現計画が一番安価である

ということでよろしいか。 

 

【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「事業継続は妥当」と認める。 

 

 

 中津川委員担当地区（専決地区）  

「08-02 広域河川改修事業費 由仁川地区」 

「08-05 広域河川改修事業費 猿別川地区」 

 

【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） 

由仁川地区については、費用便益比や水害対策の観点から河川改修の必要性があると判断でき

たが、古山川地区などで架け替え対象となる橋梁が複数あり、本当に全て架け替えが必要なのか

という点で疑問が生じたが、精査したところ、その大半は国道や JR の橋梁であり、農道橋は統合
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もされているなど、架け替えに対する必要性が検討されており、それらが妥当と確認できたこと

から専決地区と判断した。 

猿別川地区については、平成 28 年（2016 年）の出水で被害を受け、その対応として橋梁形式

などの変更を行う内容であり、それらの必要性や費用便益比が十分に認められることから専決地

区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 渡部副委員長担当地区（専決地区）  

「08-06 広域河川改修事業費 知利別川地区」 

 

【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） 

 

【渡部副委員長】（専決理由） 

知利別川地区については、受益者（家屋戸数）が多い市街地にあり、この事業を行うことで地

域の洪水被害を防ぎ、資産・財産を守るという点から費用便益比は 40.37 と非常に高い。また、

事業自体は終盤に差し掛かっており、既に進捗率は 94％ということで、今後は残りの上流区間を

整備することとなる。 

なお、工事については、大きな問題等が見受けられず、今後は大きな支障もなく順調に進むと

いうことで専決地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 厚井委員担当地区（専決地区）  

「08-07 河川総合流域防災事業費 ヤリキレナイ川地区」 

 

【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） 
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【厚井委員】（専決理由） 

ヤリキレナイ川地区については、大雨時の氾濫によって過去３回、市街地での浸水被害が発生

しており、事業自体の必要性は非常に高い地区である。平成 13 年（2001 年）に事業着手してお

り、既に 19 年経過している一方、用地買収未了が 10 件ほど残っているが、現時点では支障なく

進められるとの説明があったこと、事業進捗率が 75％に達していること、地元からも事業の必要

性から継続的な要請があるということを考慮して専決地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 柏木委員担当地区（専決地区）  

「08-08 河川総合流域防災事業費 ラウネ川地区」 

 

【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） 

 

【柏木委員】（専決理由） 

ラウネ川地区については、洪水を防止する観点から工事を進めており、平成 28 年（2016 年）

８月の出水以降、護岸範囲を見直したことから、事業期間の延伸、事業費が７億円程度の増額と

いうことであったが、当初の目的を達成するために必要な変更であり、事業の必要性に変化がな

いこと、さらに洪水に対してより確実性の高い工法を取り入れるとのことから、洪水被害防止の

ために効果的な公共事業と判断して専決地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 中津川委員担当地区（専決地区）  

「08-09 河川総合流域防災事業費 望来川地区」 

 

【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） 
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【中津川委員】（専決理由） 

望来川地区については、下流から順次改修を進めており、残る上流区間の改修を行うもので、

最大の増額理由は国道橋の瑞穂橋において架け替えに伴って軟弱地盤対策が必要となったことだ

が、交通量も多く架け替えの必要性が十分にあることから必要な変更と考え、妥当と判断して専

決地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 千葉委員担当地区（専決地区）  

「08-10 通常砂防事業費 札比内川地区」 

「08-15 通常砂防事業費 暑寒別川地区」 

 

【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） 

 

【千葉委員】（専決理由） 

札比内川地区については、過去の土砂流出によって地域が荒廃しており、それを防止するため

に必要な工事であるが、今回の変更に伴って事業費が増額し、費用便益比は当初の 4.62 から 2.18

に下がっているものの、１以上の数値を満たしている。 

なお、既に砂防堰堤工は完了しており、残っているのは渓流保全工のみということで、今後は

渓流保全工の整備を粛々と進めること以外には論点がないことから専決地区と判断した。 

暑寒別川地区については、平成 11 年（1999 年）の豪雨・出水により多大な被害が生じ、今後

も下流域への被害が懸念されるということで、事業の必要性があり、B/C も１以上を満たしてい

る。 

なお、工期が延伸されているが、工事期間が冬期間に制約されるということ、設計や床固工７

基のうち３基が完了していることを踏まえ、残りの床固工を予定どおり整備する以外に論点がな

いものと考え、専決地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 
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 厚井委員担当地区（専決地区）  

「08-11 通常砂防事業費 藤城川地区」 

「08-13 通常砂防事業費 外記川地区」 

「08-14 通常砂防事業費 トマチャナイ川地区」 

 

【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） 

 

【厚井委員】（専決理由） 

 藤城川地区については、平成 19 年（2007 年）と平成 21 年（2009 年）に流域内の渓岸を中

心として崩壊が発生していて不安定な土砂が残存しているほか、想定される氾濫範囲内には避難

所や要介護施設が存在し、事業の必要性はかなり高い。平成 22 年（2010 年）から事業を開始し、

当初から完了年度が７年延伸されているが、全体進捗率が 64％で、用地補償と測量設計の進捗率

はそれぞれ 74％と 88％と高く、残すところはほぼ本工事であることから、粛々と進めてもらい

たいということで専決地区と判断した。 

 外記川地区については、平成 16 年（2004 年）に台風の影響で崩壊が発生して流域の荒廃が生

じている。事業は平成 22 年（2010 年）から着手しており、総事業費が前回評価から約 6 億円増

加しているが、渓流保全工の中の落差工について、当初想定していた既設の改良が困難で新設に

変更したことが増額の理由である。進捗率が 9 割近いこともあり、残りの工事を粛々と進めても

らいたいということで専決地区と判断した。 

 トマチャナイ川地区については、平成 18 年（2006 年）に崩壊が発生して流域の荒廃が生じて

いる。平成 22 年（2010 年）から事業開始され、前回評価から事業費が少し増えているが、これ

は地滑り対策が必要になったことによる増額である。事業進捗としては既に砂防堰堤が完了し、

進捗率が 85％に達していることから、残りの事業を粛々と進めてもらいたいということで専決地

区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 渡部副委員長担当地区（専決地区）  

「08-12 通常砂防事業費 山栗川地区」 

 

【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） 
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【渡部副委員長】（専決理由） 

 山栗川地区については、知内町内の人家を保全する目的で砂防堰堤工や渓流保全工を整備する

内容であるが、当初から大きく変わったところは砂防堰堤工の規模変更であり、これについては

既に整備が完了していることから、残るは渓流保全工のみである。設計変更等により落差工など

が若干増えているが、設計の結果等を踏まえて粛々と整備を進めてもらいたいということで専決

地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 渡部副委員長担当地区（専決地区）  

「08-16 総合流域防災事業（急傾斜）費 長万部高砂１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） 

 

【渡部副委員長】（専決理由） 

長万部高砂１地区については、事業の必要性が十分にあり、問題点が整理されていることを確

認したため、専決地区と判断した。 

なお、詳細設計による土留柵工の施工延長の増加、残事業量の精査、近年の労務単価の上昇な

ど、やむを得ない部分での増額や事業期間の延伸が生じているが、これらの説明は十分に納得で

きるものであったことを報告する。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 柏木委員担当地区（専決地区）  

「08-17 急傾斜地崩壊対策事業費 室蘭中島本町３丁目４地区」 

「08-18 急傾斜地崩壊対策事業費 室蘭母恋南町４丁目７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） 

 

【柏木委員】（専決理由） 

室蘭中島本町３丁目 4 地区については、斜面が崩壊しやすい土塊で生成しているため、人家や

市道を土砂から守るための工事が実施されており、事業費は約 5 億円の増額、事業期間は 6 年の

延伸となっているが、資材ヤードや工事用道路を造る仮設段階において交渉が上手くいかなかっ

たために事業期間を延伸している経緯にあった。ただ、進捗率は 43％だが、今後は確実に土留柵

工や吹付法枠工の施工を開始できるということ、6 年の延伸によって目的どおり事業を完了でき

る見込みがあることから専決地区と判断した。 

室蘭母恋南町４丁目７地区については、室蘭中島本町３丁目４地区と同様に崩壊性の高い斜面

で、人家や市道を保護する目的で工事が進められており、本体工事の仮設段階で少し時間を要し

たが、既に本体工事に入っており、急斜面であることから急いで施工すると適正な工事ができな

いということで、適宜、事業期間の延伸や事業費の増額を行って工事を進めることが確認できた

ため専決地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 渡部副委員長担当地区（審議地区）  

「08-21 海岸侵食対策費 野付崎海岸地区」 

 

【渡部副委員長】 

この事業については、野付半島全域に及ぶということで非常に総延長が長いということ、一方

で対象となる漁師などの居住者が極めて少ない特徴を持っているが、ラムサール条約の登録湿地

や道東地区の観光地として、その他の有名な観光地ほど多くの観光客が訪れるような場所ではな

いかもしれないが、世界的に見ても極めて貴重な地形を有する観光地となっている。このような

貴重な自然環境をバランスよく保つためには、今回のような事業が必要だと理解する一方で、便

益対象となる住民が少なく、事業期間や施工延長も長くなっており、このようなことについて委

員会で議論して方向性を確認したいと考えて審議地区とした。 

 

【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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《 質 疑 》 

 

【中津川委員】 

非常に日本にとって貴重な場所ということだが、費用便益比が 1.20 とやや低いような気がす

る。 

この B（便益）は、通常の侵食防止等は理解できるが、環境や水産業、貴重な価値等はどのよう

に反映されているのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

評価調書に記載しているとおり大きく３つの便益があり、侵食防止便益は非常に小さく、浸水

防護便益は侵食に伴う浸水から財産を防護する便益、その他に環境の便益として海岸環境保全便

益海岸利用便益となっている。 

 

【中津川委員】 

便益の項目としては分かるが、ラムサール条約に登録されているような貴重な自然を守るとい

う便益や観光の便益は反映されているのか。 

費用便益比が 1.20 と１を少し上回る程度で、本当は必要な工事にも関わらず、環境や景観に配

慮して割高な工法を採用して費用便益比が１未満となることが懸念され、環境や観光といった部

分が便益に反映されているか。 

 

【建設部河川砂防課】 

質問の部分については、CVM により観光資源としての価値を含めて海岸利用便益に反映してい

る。ただし、水産業の便益については反映しきれていない部分もある。 

 

【柏木委員】 

この地区は海岸侵食対策費（社会資本整備総合交付金）で工事が行われているが、今の説明を

聞いていると、侵食から家屋等を守るというよりも、観光資源、自然や生態系を保全する、ある

いは漁業関係者に対する便益が大きいと感じたが、そのような観点から行われる事業で施工した

方がよろしいのではないか。この地区の事業費は高額となっているが、中津川委員の指摘のとお

り、表向きの費用便益比の数値が低いこともあり、自然や漁業資源等を総合的に保全する事業が

あれば、そのような事業で実施した方が道費負担も少なくすむと思うが、そのような事業はない

のか。 

 

【建設部河川砂防課】 

現在の海岸事業としては、基本的に自然環境を守るというのではなく、生命や財産を守るとい
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うことが事業思想になっている。 

また、海岸事業は国交省から補助が出ており、その補助率はほとんどが 55％となっている。 

 

【柏木委員】 

環境省でもっといい条件の補助事業はないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

現時点では該当がない。 

 

【渡部副委員長】 

非常に貴重な意見を聞いて感じるのは、今は漁業者が住んでいて、その人達を守るために海岸

保全ということで、何とか費用便益比を確保して事業が実施できているが、世界で類を見ない地

形であっても、それだけだったら守ることはできず、人が住んでいるから自然を守ることができ

ている。そのような視点を問題意識として持つべきであり、漁業者がいなくなれば貴重な自然を

守る事業手段がなくなってしまう。 

また、砂嘴地形は漂砂が絶妙なバランスで堆積してできた地形であり、今は河川からの土砂供

給がなくなっていることを考えると、放っておけば砂嘴が痩せていき、バランスが崩れて短期間

でなくなるかもしれないといったことも含めて、公共事業の在り方を誰かが考えなければいけな

いと思う。 

 

【建設部河川砂防課】 

指摘のとおり、我々としても公共事業として、このような貴重な環境を守らなくてはならない

という認識を持って進めていきたいと思う。 

 

【内田委員長】 

本事業の便益を見ると、生命・財産に関係しないような海岸環境保全便益・海岸利用便益が半

数を占めているが、人がいなくなると保全する手段がなくなる恐れもある。 

 

【建設部河川砂防課】 

この地区はたまたま配慮しなければならない自然環境が多い海岸だが、一般的な海岸事業は生

命・財産を守るというところからスタートしており、人が一番重要と考えている。しかし、住ん

でいる人がいないと事業化が困難な実態ではあるが、守らなければならない自然環境は重要と思

っており、十分効果はあると考えている。 
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【内田委員長】 

評価調書の「総合計画での位置付け」の「関連する指標」に「浸水被害のある戸数を減少させ

る。38,310 戸（R2）→ 36,950 戸（R6）」とあり、これに対応して浸水防護便益が算出されて

いると思うが、戸数としてはあまり減っていないように見えるが、2,000 戸弱（1,360 戸）しか

減らないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

「関連する指標」については全道の浸水被害戸数を記載しており、この地区については浸水か

ら漁業関連施設など 20 戸を保全することとなる。 

 

【内田委員長】 

それに対する便益が 5,186 百万円ということで了解した。 

 

【中津川委員】 

これほど貴重な場であるなら、釧路湿原や知床が近くにあるので、北海道だけでなく国全体で

自然環境を考えるスキームで進めていった方が有効だと思う。北海道だけで費用便益比を算出し

て事業を行うよりも、是非そのような視点で取組を進めてもらいたいというのが意見である。 

 

【内田委員長】 

中津川委員の意見は同感である。 

その他に問題となるような意見がなければ、「事業継続に係る今後の対処方針は妥当」と認める

ということでよろしいか。 

 

【各委員】 

 （意見なし） 

 

《 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」と認める。 

 

 

 中前委員担当地区（専決地区）  

「08-19 海岸高潮対策費 岬町知円別海岸地区」 

「08-20 海岸高潮対策費 飛仁帯海岸地区」 
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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） 

 

【中前委員】（専決理由） 

岬町知円別海岸地区については、1,940ｍに及ぶ総延長に護岸を整備しているが、昆布漁とサ

ケ定置網漁が行われる４月から 11 月までは工事が進められず、実質 12 月から３月の短い期間の

工期となるため、30 年以上に及ぶ事業期間となっている。ただ、地元では活発に漁が行われてい

て、保全する人家も 38 戸とそれほど多くはないが、人口減少がそれほど起きていないというこ

と、そのような地域の漁場を守るということで、工事の重要性や必要性は非常に高い場所だと感

じられる。事業費は資材・労務単価の上昇による増額のみであり、事業期間をもう少し短くでき

ればというところもあるが、先ほどの理由からやむを得ないと考え、専決地区と判断した。 

飛仁帯海岸地区については、事業概要は岬町知円別海岸地区とほぼ同様で、事業費は 980 百万

円の増額となっている。この地区も家屋 20 戸で施工延長もかなり長く、事業期間が 30 年以上と

なることに対して、期間がやや掛かりすぎではないかという指摘をしたが、こちらも漁業の関係

でやむを得ないという事情もあり、今後も粛々と事業を進めていくしかないことから、専決地区

と判断した。 

 

《 質 疑 》 

 

【柏木委員】 

意見ではないが、護岸を整備することで家屋とともに道路も守ることとなるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 生命・財産を守るということになるが、ご意見のとおり、付加価値として道路などの公共施設

も守るものと考えている。 

 

《 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「事業継続は妥当」と認める。 

 

 

 千葉委員担当地区（専決地区）  

「08-25 道営住宅建設費 日吉町Ａ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） 
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【千葉委員】（専決理由） 

日吉町Ａ地区については、昭和 30 年代、40 年代前半に建設された道営住宅ということで、既

に経年劣化が激しく、令和元年度公共事業（大規模等）事前評価で審議した啓北地区とほぼ同仕

様となっており、既存の６棟を４棟に建て替えるという内容で、既に南側の１期と２期の工事が

完了し、残り２棟の３期と４期をこれから建設する。 

この団地には東西中央に約２ｍの地形的段差があるが、２棟のエレベーターを共有１基とする

ため、段差のある 2 棟を繋げている。 

なお、３期・４期は１期・２期と同仕様で、測量設計はほぼ完了している状況にあり、「戸当た

り建設費」は約 25 百万円で、令和元年度公共事業（大規模等）事前評価の同一事業地区の「戸当

たり建設費」と比べても同程度で妥当な範囲にあると判断できることから、専決地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 全員評価地区  

「08-24 都市計画街路事業費 ３・４・18 見晴通地区」 

 

【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 》 

 

【内田委員長】 

道路工で増額となった要因は軟弱地盤対策だったか。 

 

【建設部都市環境課】 

道路工については地盤の変更が最大の増額要因である。 

当初計画では砂質で考えていたが、脆い軟岩ということが分かったことから切土法面勾配を変

更しており、補足資料 10 ページの「本体工事費内訳」の①にあるとおり、５億円弱の増額となっ

ていて、これが最大の変更要因となっている。 

 

【内田委員長】 

用地補償費の増額についてはヒアリングの際にも聞いているが、仕方がない部分とそうでない
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部分があって、当初計画の段階で事前に現地をきちんと見ておけば大きな増額にならないと思う

ので、是非、対応をお願いしたい。 

 

【建設部都市環境課】 

用地補償の調査の精度が若干甘かったこともあって増額となっているが、今後は事業を進めて

いく上で内部でも検討したいと思う。 

 

【内田委員長】 

用地補償の進捗は 74％ということで、残り 10 数件といったところか。 

 

【建設部都市環境課】 

そのとおり。今のところは大きな問題等があるとは聞いていないため、鋭意、進めていきたい

と考えている。 

 

【渡部副委員長】 

留萌市は非常に雪の多いところで、本事業は都市の中心から離れたところを回りこんだ路線と

なるが、雪が工事の進捗等に支障となるようなことは考えられるのか。 

山の中での工事のため通常は除雪が入らないのか、道路幅が狭い上に除雪で更に狭くなって大

型トラックが通れるのか、あるいは冬期間は工事を行わないこともあり得るのか。 

 

【建設部都市環境課】 

指摘のとおり、雪深いところを工事するため、なるべく雪が降る前に大半の工事を終わらせる

ようにして、冬期間は雪の影響等が少ない工事を進めるようにしたいと考えている。 

 

【渡部副委員長】 

役所の場合は発注時期が遅れることなどがあるが、できるだけ前倒しして準備・発注を行うこ

とが必要と考える。 

例えば２月に発注して翌年度に繰り越すような、多年度の発注もあるのか。 

 

【建設部都市環境課】 

ゼロ道債で３月頃に発注して工事を５月から開始することも可能なため、そのようなものを利

用して季節の良い時期に土砂を動かしていくことを考えている。 

 

【中津川委員】 

補足資料４ページに、河川氾濫や津波の災害時等における住民の孤立解消を図るとあるが、計
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画路線が浸水想定区域に入っているように見えるが問題ないのか。 

 

【建設部都市環境課】 

補足資料４ページで、内陸側において本路線の一部が浸水想定区域に入っているが、南東方向

の内陸側に抜ける市道があり、それを走行することによって浸水想定区域を避けることができる。 

 

【中津川委員】 

その道路を走行して浸水想定区域外の国道 233 号に抜けるということか。 

 

【建設部都市環境課】 

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「事業継続は妥当」と認める。 

 

 

 内田委員長担当地区（審議地区）  

「08-22 都市計画街路事業費 ３・４・111 基線通地区」 

 

【内田委員長】 

この事業の必要性や重要性は理解できたが、審議地区とした大きな理由が当初計画に入ってい

なかったアクセス道路が追加されたことである。当初計画の時からアクセス道路の話題が上がっ

ていたにも関わらず当初計画に入っておらず、事前評価が終わった後で追加されたことに違和感

があった。そこで現地調査を行ったところ、周辺地区では大型車両が出入りする必要があって、

住宅地区に大型車両を走らせることが危険であることから、このアクセス道路が必要となった理

由が理解できた。 

ただ、このアクセス道路は大きな事業費ではないため、当初計画から入れていれば問題はない

と思うが、事前評価の後に追加して事業費を増やすというのはあまり良くない事例であったこと

から、本日は他の委員にも議論してもらいたいと考えて審議地区と判断した。 

 

【建設部都市環境課】 

（事業概要等について、資料により説明） 
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《 質 疑 》 

 

【内田委員長】 

繰り返しになるが、このアクセス道路が当初計画に入っていなかった理由は何か。 

 

【建設部都市環境課】 

当初計画時は、住宅地を大型車両が迂回することで地元に理解を求めていた。 

 

【内田委員長】 

当初計画の事前説明ではそのような内容で地元にある程度理解してもらっていたが、採択後に

具体的な内容が見えてきた段階で、住宅地の迂回はやはり困るということだったということか。 

 

【建設部都市環境課】 

そのとおり。事業自体には賛成してもらっていたが、細かい話になると様々な不便となる話が

出てきたところ。 

 

【渡部副委員長】 

工業団地からの大型車両はどの程度の頻度（台数）で使われることを想定しているのか。 

 

【建設部都市環境課】 

頻度はカウントしていないが、工業団地には物流系の企業が多いため、現場を見る限りでは相

当数の大型車両の出入りが想定されている。なお、補足資料 16 ページにあるとおり、工業団地に

は大手住宅建材メーカーの工場の他に運送会社があり、トレーラーも含めて大型車両を相当保有

しているため、出入りが多くあるものと考えている。 

 

【渡部副委員長】 

トレーラーのような全長の長い車両は、本線に回りこむのが大変ということか。 

 

【建設部都市環境課】 

そのとおり。全長が長いため、左折はまだいいが、右折は非常に厳しいということである。 

 

 

【渡部委員長】 

ただ、委員長の指摘のとおり、これは当初計画の時から分かる話ではないか。 
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【建設部都市環境課】 

そのとおり。我々の準備不足であり、今後は注意して進めたいと思う。 

 

【渡部委員長】 

当初計画では橋の図面が描かれていて大型車両の出入りが厳しいことは分かっていたが、住宅

地を迂回すれば問題ないと考えて、事業費を安くしようという意識が働いたのか。どういう意識

が働いて、当初計画の説明をしようとしたのか気になるところ。 

 

【建設部都市環境課】 

当初はコストを勘案して既存の道路を有効活用するということで工業団地の方々に理解を求め

たが、輸送効率が悪く交通安全上の問題があり、我々も改めて考え直した。 

当初計画時の判断が甘かったのは否めないところ。 

 

【千葉委員】 

確認だが、このアクセス道路は計画路線の橋の下を通るのか。また、アクセス道路の土地所有

者は誰か。 

 

【建設部都市環境課】 

アクセス道路は計画路線の橋の下を通る道路で、土地所有者は恵庭市である。 

 

【千葉委員】 

今回のアクセス道路の案だが、住宅地を通らないにしても今までよりは若干の遠回りになるこ

とでよいか。 

 

【建設部都市環境課】 

そのとおり。 

 

【千葉委員】 

少なくとも住宅地は通らないということでよいか。 

 

【建設部都市環境課】 

そのとおり。 

【中津川委員】 

補足資料 16 ページにある黄色の実線のルートは通らないことでよろしいか。 
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【建設部都市環境課】 

黄色の実線のルートは通行が可能である。 

 

【中津川委員】 

 そうであれば、例えばアクセス道路ではなく、黄色の実線ルートを工夫して転回できるように

することはできなかったのか。 

 

【建設部都市環境課】 

黄色の実線ルートは当初計画で検討していたが、やはり転回させることが難しかったため、今

回のアクセス道路を整備することとした。 

 

【内田委員長】 

橋はロードヒ―ティングが整備されるか。 

 

【建設部都市環境課】 

 ロードヒーティングを整備する予定。 

 

【内田委員長】 

評価調書の事業効果の「費用の内訳」で維持管理費が 12 百万円となっているが、ロードヒーテ

ィングは含まれているか。 

 

【建設部都市環境課】 

含まれている。 

 

【内田委員長】 

できれば当初計画からアクセス道路をきちんと入れてもらいたかったが、最初は地元の方にも

納得してもらっていたものの、その後に調整が必要になったという点で致し方ない部分があると

考えられる。 

 

《 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」と認める。 
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 内田委員長担当地区（専決地区）  

「08-23 都市計画街路事業費 ３・４・313 東通地区」 

 

【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】（専決理由） 

計画路線は通学路に指定されているが、幅員が狭く通行に危険な状況にある。費用便益比は

1.09 と高くない数値だが、通学路としての安全性が便益として評価しきれていないところでもあ

る。進捗率は 79％で、特に用地補償がほぼ完了しており、総合的に見ても事業の必要性や重要性

が確認できたことから、専決地区と判断した。 

 

《 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」と認める。 

 

 

 内田委員長担当地区（審議地区）  

「08-01 道路改築事業費 幕別帯広芽室線地区」 

 

【内田委員長】 

事業採択から５年経過しており、用地補償費が６億円、全体でも 11 億円の増額ということで、

事業費の変動が大きいことから審議地区と判断した。 

この地区は現地調査を行い、現地でもいろいろと議論したが、用地補償費が大きく増額してい

ることが気になる点となっているため、その点を中心に担当課から説明をお願いしたい。 

 

【建設部道路課】 

（事業概要等について、資料により説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【内田委員長】 

現地調査の内容を補足すると、現地に行く前までは既存の町道があるため、そこを上手く利活

用すれば新たな道路は必要ないのではないかと考えていたが、現地を確認して現道を活用して改

良するとしても線形的に厳しいことが理解できた。 
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また、用地補償費については、起点側の交差部に補償対象となる会社があり、当初計画では敷

地内の給油ステーションと倉庫だけを補償すればよいと考えていたようだが、土木関係の会社で

給油ステーションや倉庫がなくなると仕事ができなくなるということで、会社全体を構外に再構

築することになって補償費が上がったという説明を受けている。 

 

【渡部副委員長】 

補足資料８ページの用地補償費について、既設の（水道）送水管が本路線の活荷重を受ける範

囲内にあったということで、後から補償が必要と判明したとのことだが、送水管自体がこの場所

にあるということは事前に把握していたのか。 

 

【建設部道路課】 

 この場所に送水管があることは確認されていたが、詳細設計の際に、補足資料８ページの左下

の図のとおり、活荷重の影響範囲内に入っていることが判明した。 

 

【渡部副委員長】 

やむを得ないような気もするが、活荷重が送水管に影響しないように何か対策を取るという選

択肢はなかったのか。 

 

【建設部道路課】 

補足資料８ページの平面図でいうと、計画路線の下に途別川、上に山があり、ちょうど山と川

の間を通す線形となっているが、河川の方は敷地等の影響があり、山の方にずらすと切土量が多

く発生して自然改変度が大きくなることを踏まえて現状の線形としている。 

 

【渡部副委員長】 

送水管の補償というのは造り替えるということか。 

 

【建設部道路課】 

そのとおり。この送水管は本管で、断水ができず常に通水する必要があることから、影響のな

い箇所に送水管を設置して切り替えることとなる。 

 

【厚井委員】 

 補足資料７ページでは橋梁工と道路工を合わせて約４億円の増額となっており、理由が資材・

労務単価の上昇や消費税の増税と記載されている一方で、測量設計費には橋梁修正設計とあるが、

数量や工法が変わったというものではないということでよいか。 
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【建設部道路課】 

 道路橋示方書の改訂に伴って橋梁の修正設計が生じており、部分的な修正は出る可能性がある

が、大きな橋長等の変更はないと想定しており、主な理由としては資材・労務単価の上昇や消費

税の増税を記載している。 

 

【厚井委員】 

橋梁修正設計によって基本的には大きく増えないと考えてよいか。 

 

【建設部道路課】 

まだ修正設計中で結果が出ていないため、どの程度増えるか分からない部分はあるが、大きな

変更にはならないのではないかと考えている。 

 

【厚井委員】 

 多少は増える可能性があるか。 

 

【建設部道路課】 

まだ設計ができあがっていないため、増える可能性はある。 

 

【渡部副委員長】 

 評価調書のコスト縮減の取組について、路肩が本線 1.25ｍに対して橋梁部は 1.0ｍとしている

が、橋梁部が 1.0ｍで良い理由は何か。 

 

【建設部道路課】 

 一般的な道路では車が駐停車することもあって路肩部分を 1.25ｍとしているが、橋梁部分では

駐停車することがないため、片側 0.25ｍ分を縮小している。 

 

【渡部副委員長】 

 0.25ｍは結構大きい数字だと思うが、橋梁では一般的な道路のように人の乗降や荷物の積卸が

ないという考えか。 

 

【建設部道路課】 

そのとおり。 

 

【千葉委員】 

補足資料１ページに計画交通量 5,400 台/日とあるが、これは補足資料４ページで交通量の転
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換として記載されている３か所の台数の和（2,200 台＋2,200 台＋1,000 台）ということでよろ

しいか。 

 

【建設部道路課】 

数字としては合計すると偶然に 5,400 台となるが、実際には国道以外の道路からも交通需要が

あり、それらが転換されるため、合わせて約 5,400 台/日と推計している。 

 

【千葉委員】 

補足資料４ページの左側の 2,200 台と中央の 2,200 台は計画路線に直接関係がないように見

えるが、どうなのか。 

 

【建設部道路課】 

 一番左側は直接な需要ではないが、中央の 2,200 台は計画路線に転換すると考えられ、右側の

1,000 台についても、計画路線からやや離れているが計画路線に転換すると考えられる。 

 

【千葉委員】 

 国道 38 号の混雑解消のためということであれば、補足資料４ページの写真①の踏切を整備し

ないと効果は薄いように感じるが、いかがか。 

 

【建設部道路課】 

 この写真①の踏切については、計画路線の完成によって通らなくて済むルートとなる。 

 

【千葉委員】 

計画路線ができると踏切を通らなくていいということか。 

 

【建設部道路課】 

そのとおり。 

 

【千葉委員】 

 補足資料４ページで 1,000 台程度転換となっている箇所で、JR との交差部（赤い実線）は踏切

なのか。 

 

【建設部道路課】 

 そこは踏切となっており、将来的には立体交差となる可能性がある。ただ、このルートは国道

38 号に抜けるというよりも、補足資料４ページの概略図の右側、国道 38 号と並行する道路を使
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って、直接、幕別町へ向かう車が多いものと想定されている。 

 

【内田委員長】 

用地補償費等は事前に分かる部分もあるため、今後はそれらに留意して進めていくこととして、

当該地区の対処方針については「事業継続に係る今後の対処方針は妥当」と認めるということで

よろしいか。 

 

【各委員】 

（意見なし） 

 

《 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」と認める。 

 

 

 審議結果総括  

 

【内田委員長】 

本日予定していた 27 地区の審議は全て終了したため、本日の審議結果のまとめを行う。 

今回審議した 27 地区については、調書番号 06-01 の水利施設整備事業山林川地区以外は「事

業継続に係る今後の対処方針は妥当」と認める。 

意見を付ける山林川地区については、最近の気象データを踏まえて流量をもう一度精査するこ

とと、中津川委員から意見が出たが、現地を見た際に土砂が取り除かれておらず、その影響で洪

水が発生したのではないかということもあったため、土砂の問題を含めて将来の維持管理の方向

性を検討することという内容で意見を付けたいと思うが、具体的な文言は一任いただきたい。 

 

【各委員】 

 了解。 

 

【内田委員長】 

全体を通して意見等はあるか。 

 

【中前委員】 

本日の委員会で全体を通して、全体的に消費税の増額や労務単価の上昇というのは経年変化に

よって生じることなので仕方がないことだと思うが、再評価で見直す度に何億円の増額を繰り返
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し最終的な金額が大幅に変わってくるのは、物価や労務単価の上昇を当初計画に見込んでいない

からなのではないかといったことを全体的に感じた。 

また、影響を与える戸数（受益者）が少ないところでの公共事業のコストが、いずれの地区も

非常に高いところがあり、今後、人口減少の進行によって住んでいる人たちも減っていく影響を

考えると、中津川委員も指摘していたが、僅か１戸のために何億円もかけて事業を実施するとい

う部分をどのように考えていくのかということは公共事業全体に関わることであるため、今後は

検討しながら進める必要があると思う。 

 

【内田委員長】 

 貴重な意見だと思う。 

特に物価や労務単価の上昇は数年前から言われていることだが、きちんと反映されていないと

いうことが 5 年前から言われており、今回の再評価でも５年前からまた増額が生じているのであ

れば、今後は当初計画から物価や労務単価の上昇をきちんと見込んでおくべきと思う。 

 人口減少についても、１戸の受益者に対して事業を行う場合であっても、費用便益比上の便益

は 50 年分で計算されるが、50 年後にその受益者がいるのかという疑問が生じる。以上から、将

来の社会変化の見通しを踏まえながら計画を立ててもらいたいと思う。 

 

 

３ その他 

 

（１）きたひろしま総合運動公園線道路整備の現在の状況について 

 

【建設部道路課】 

  （会場配布資料により状況報告） 

 

《 質 疑 》 

 

【内田委員長】 

  今年度からの新任委員に補足として、この事業は昨年度の公共事業（大規模等）事前評価に

おいて深い議論をしながら審議をしたものである。 

 

【千葉委員】 

  説明資料６ページで起点部の交差点を環状交差点（ラウンドアバウト）にする計画とのこと

だが、日本でラウンドアバウトはかなり少なく、あまり運転経験のない人だと戸惑って事故の

原因になるのではないかと思うが、どのような考えでラウンドアバウトにすることになったの

か。 
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【建設部道路課】 

  全国的には 100 か所程度で、北海道内では上ノ国町と浜頓別町の２か所にできていると認識

している。千葉委員の指摘のとおり、経験のない方の事故等が心配されるが、そこは標識の設

置等を含めて公安委員会と協議を進めていき、交通の流れをスムーズにしていきたいと考えて

いる。 

また、ラウンドアバウトの特性として信号機がないことから、防災上、もしくは無駄な停車

がないことで交通渋滞の緩和が期待できるということがラウンドアバウトを採用した経緯であ

る。 

 

【千葉委員】 

信号のある交差点の方が渋滞が発生するという想定なのか。 

 

【建設部道路課】 

  信号があると混雑すると見込んでいるが、ラウンドアバウトは一時的な交通誘導員の配置な

どを交通管理者と協議しているため、そのような対応で流れを確保していくことを考えている。 

 

【内田委員長】 

  ラウンドアバウトは、一般的に交通量がある程度少ない場合には機能するが、そうでない場

合は逆に渋滞すると言われている。この地区ではラウンドアバウトで設計交通量を十分に捌け

るという判断でよろしいか。 

 

【建設部道路課】 

 解析上はラウンドアバウトで捌けることとなっている。 

 また、ピーク時には交通誘導員を配置することで捌けると考えている。 

 

【中津川委員】 

 環境への影響があるということだが、環境配慮に対する厳しい意見が多く出てきており、環

境に配慮するためのコストがますます増加していき、事業評価への影響が生じると思われるが、

その辺の情勢はどのようになっているか。 

 

【建設部道路課】 

 橋梁については設計を行っているところだが、橋梁の延長が伸びていて増額の方向となって

いる。一方で、道路土工については、できる限り改良しないということで途中の山の区間は地

形に沿うような縦断勾配としており、減額の方向となっている。いずれも設計中のため具体的

な数字はまだ出ていないが、このような増額と減額の部分があり、大きな変更にはならないの
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ではないかという想定をしている。 

 

【中津川委員】 

土木工事もそうだが、環境調査や代償措置、生物の移植など、結構費用が掛かると思うが、

今後もそういうものは出てくるのか。 

 

【建設部道路課】 

 そのような調査も継続していくため、今後も費用が掛かってくる状況にある。 

 

【内田委員長】 

本地区は事前評価でもいろいろな議論をして審議した地区のため、環境面での配慮にある程

度費用が掛かるところだが、公共事業評価専門委員会で審議した内容から大きな変更が生じ、

再評価とならないよう進めてもらいたい。 

 

 【柏木委員】 

新任なので、この案件の意味がよく分からないが、既に意見を付して事前評価は終わってい

るのか。 

 

 【内田委員長】 

そのとおり。 

 

 【柏木委員】 

そうであれば、なぜまだ報告する必要があるのか。公共事業評価専門委員会でずっとモニタ

リングをするのか。 

 

 【内田委員長】 

事前評価で妥当とした際に意見を付して、自然環境を監視する協議会を設立することとして

おり、事業内容に何かしら変更があった場合には公共事業評価専門委員会に報告するよう求め

たため、今回は説明資料６ページのような変更があったことから、本日の委員会で報告しても

らうこととした。 

10 億円以上の増減が発生すると再評価の対象となるため、環境を重視しつつコストを抑えて

再評価の対象となることは避けてもらいたいところである。 

 

【渡部副委員長】 

  どうしても事業費が高くなっていく方向かもしれないが、事前評価の審議の際にも湿地帯の
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所を通るためスパンの長い橋梁を設置して環境に影響がないようにと言ってきたわけだが、説

明資料６ページの平面図を見てもなかなかイメージできず、橋梁部分はどのぐらいのものに変

更されているのか。 

 

【建設部道路課】 

 当初計画では降雨時の浸水エリアは盛土形状を考えていたところを橋梁とすることにしてお

り、説明資料６ページの平面図で、左側の②は当初計画 45ｍから約 225ｍに見直し、①の右側

の②は当初計画の 20ｍと 160ｍの２橋から１橋で約 330ｍの橋梁を考えているところ。 

 

【渡部副委員長】 

かなり橋梁の延長が伸びたということで、橋台の設置箇所についても、環境に負荷を与えな

いような場所を選定する必要もあり、地形に合わせて橋台を設置するわけでもないので、その

あたりのバランスも必要になる。 

 

【中津川委員】 

 湿地帯に橋梁を架けるため下部工の根入れも相当に深くなるなど、相当コストが上がってく

るであろうと思われる。 

 

【建設部道路課】 

 そのとおりだが、橋梁とすることによって当初計画で予定していた盛土がなくなるため、そ

の部分についてはコスト縮減となる。 

 

【内田委員長】 

 意見が出たようなので、報告内容に対する取りまとめを行う。 

当該地区については、引き続き環境保全の協議会と連携しながら環境に配慮するとともに、

事前評価からコストが大きく増えて再評価の対象とならないよう、非常に難しいとは思うが、

今後も進めてもらいたい。 

 

（２）公共事業再評価（水利施設整備事業 山林川地区）の再説明について 

 

 【農政部農地整備課】 

  （審議内容を踏まえて当日配付資料により再説明） 

 

【内田委員長】 

北見の方が境野より近いことは分かったが、より厳しい方で流量を計算した方がいいように



 

- 43 - 

思う。大雨資料第 14 編の 10 年確率降雨量では境野の方が北見より約 10mm/日多いため、境

野の方が安全側の解析ができることから、確認の上、より厳しい観測データで検証してもらい

たい。 

境野の方が近く見えるが、そうではないのか。 

 

 【農政部農地整備課】 

発行元の建設部に確認したところ、インターネット上では移設前の場所が表示されたままに

なっており、現在の場所にはなっていない。 

 

【中津川委員】 

北見にしても境野にしても、山林川からの距離が近いからといって山林川で降っている雨で

はないため、どちらで大雨が降っているのか相関を取るなど、調べてみることが必要である。 

また、北見の観測場所は平成 27 年（2015 年）までと平成 28 年（2016 年）以降で変更と

なっているため、確率処理する際には移設後のデータを除外するなど、安易に使わないよう慎

重になった方がよい。 

 

【厚井委員】 

標高が高い方が雨量も多い傾向にあるため、山林川の流域の標高と２つの観測所（北見と境

野）の標高も精査して、より山林川の流域特性に合った方のアメダスのデータを使った方がよ

い。 

また、以前に指摘したが、北見の観測所は古くからあって明治 44 年のデータから使われて

いるが、古い観測機器によるデータをそのまま使うのではなく、観測態勢を踏まえて信頼性の

高いデータを使って確率降雨量を算出した方がよい。 

 

【内田委員長】 

大雨資料第 14 編の 10 年確率降雨量は北見が 89mm/日、境野が 102mm/日になっており、

大きな差があるため、今までの各委員からの意見を踏まえて厳しい条件で検討すること。 

 

【柏木委員】 

 現在、メッシュデータの研究が進んでいて、補正したものを整理しているところであり、成

果が出たら今後の活用を検討してもらいたい。 

 

 【内田委員長】 

メッシュデータの観測地点を見ると、この地域は比較的密になっているため、より精度の高

い流量計算ができるようになるのではないか。 
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【中津川委員】 

 再説明で言いたいのは、維持管理についてはきちんと行っていて、これからもきちんと行う

という資料だと理解してよろしいか。 

 

【農政部農地整備課】 

 そのとおり。 

国から交付金が交付されるようになり、活動組織を整備して規約も作り、草刈りや土砂上げ

の経費を計上することができることから、今後もこのような取組の中で維持管理を進めていく

と考えている。 

 

【中津川委員】 

  将来的に交付金の制度は続くのか。 

 

【農政部農地整備課】 

  平成 27 年度（2015 年）から法制化しており、法律がなくならない限りは制度が続くと考え

ている。 

 

 【中津川委員】 

国から交付金が交付されたら非常にありがたいと思うが、今後も交付金が交付されるのか。 

 

【農政部農地整備課】 

北海道内でも活動組織ができていて、農村の多面的機能の保全という活動の中で進めていく

と考えている。 

 

【柏木委員】 

  交付金の制度は維持管理に係る農水省の事業ということでよいか。 

 

【農政部農地整備課】 

  そのとおり。 

 

 【柏木委員】 

今回の整備でコンクリート装工になるため河床が削られることもなく、落差工等で定期的に

土砂上げすることにより、それなりに維持管理できるものと考えるがいかがか。 
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【農政部農地整備課】 

  そのとおり。 

 

 【内田委員長】 

再説明の内容については、特にまとめる必要はないということでよいか。 

 

 【各委員】 

  了解。 

 

 

 

４ 閉会 


