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平成 29 年度  

第２回八戸市行政改革委員会  議事録（概要）  

 

日 時  平成 29 年 11 月８日（水）午前 10 時～ 10 時 50 分  

場 所  市庁別館２階  会議室Ｃ  

出 席 委 員  武山委員長、椛沢委員、北向委員、田中委員、西川委員、橋本委員  

事 務 局  大坪総務部長、田中総務部次長兼人事課長、佐々木行政管理課長、  

井上行政改革 GL、尾崎主査、髙村主査、小野寺主事  

次 第    １  開会  

２  委員長挨拶  

３  審議  公共事業再評価について  

（くらしのみちゾーン形成事業（停車場上線ほか））  

４  閉会  

──────────────────────────────────────  

次第３  審議  （ 1）公共事業再評価について（くらしのみちゾーン形成事業）  

 

委員長：  それでは、議事を進めます。  

本日の審議案件は、「くらしのみちゾーン形成事業」に係る公共事業再評

価となっております。  

はじめに、公共事業再評価の制度の概要について、事務局から説明をお願

いします。  

 

〔事務局が資料に基づき説明〕  

 

委員長：  只今の説明について、何かご質問はございませんか。  

 

〔質問なし〕  

 

委員長：  それでは、事業担当部署からの説明を求めます。  

 

〔道路建設課が資料に基づき説明〕  

 

委員長：  それではただ今の説明について質問、コメント、ご意見等あればお受けし

たいと思います。何かございますでしょうか。  

それでは私から。電線地中化法案というものがあって、市などによっては

条例をつくったり、あとは将来的に地中化するゾーンとして決めていく市町

村があります。その辺りについて、八戸市はどうでしょうか。  

事業課：  条例までは制定しておりませんけれども、お手元にＡ３判の大きな位置図

がございますが、この黒い点線で囲まれたゾーンをくらしのみちゾーンとい
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うことで、平成 15 年６月に国土交通省に登録をさせていただいております。

この中で電線地中化であるとか、歩道の整備を歩行者優先で快適な歩行空間

をつくるという方針で、順次進めているところでございます。  

委員長：  あともう１点です。地中化を図った後に、変圧器が結構大きい場合があり

ます。例えば黒石市のこみせ通りなどではそれを民地側へ置いたり、街路灯

も電柱に付けるタイプがあったりします。今回の場合は、通常のものですか。 

事業課：  この２路線に関しては、歩道の中に設置しています。しかし、路線により

ましては道路幅が狭い、あるいは歩道がない場合もあり、そのようなところ

は民地を利用したりもしております。ちなみに、この図面でいう赤い枠線の

下のほうの鷹匠小路については、歩道がないのですが、一部民有地を買収し

まして、トランスを道路外につくっている事例でございます。  

委員Ａ：  確かに、歩道にトランスがないほうがいいですよね。  

委員長：  植え込みの中に入れると、大分簡素化します。三日町だと地図などで覆っ

たりしていますが、多少は可能になると思います。  

事業課：  ないに越したことはないのですけれども、どうしても必要となるものです

ので、何とか小型化していただければありがたいです。ハナミズキ通りでは

大体 50 メートル間隔で設置することになります。電線管理者との協議で決

まってくるのですが、ある程度のスパンで必ず設けなければなりません。  

委員長：  黒石市のこみせ通りの場合は、周りに住んでいる人にお願いして置かせて

もらうようなケースもあります。  

事業課：  なかなか中心市街地だと難しいかもしれません。  

委員Ａ：  埋設せずに街路灯みたいに、上に設置という例もあるのですか。  

事業課： あります。この無電柱化は決して地下だけではなく、軒下配線であるとか、

いわゆる裏口のほうに全部回すとか、いくつかの方法がございます。ただ、

かつて無電柱化はほとんどＣＡＢと言われていました。  

 

（追加の写真資料を配布）  

 

事業課：  こちらは、これからやろうとしている無電柱化の工事中の写真です。  

委員Ａ：  十三日町が最初でしたね。  

事業課：  今は電線共同構といいまして、さや管を地下に入れまして、その中に線を

入れるので。かつては大きな箱を地下に入れるということで、一概には言え

ないのですけれども、かつてのＣＡＢは１キロメートルあたり５億円かかる

と言われております。この電線共同溝は１億円と５分の１程度で、コストの

縮小を図っております。現在は、さらにもっと浅くできないかという研究が

行われているということで、まだまだ技術は発展途上なのですけれども、今

回は歩道に入れますので、大体この管の上側、土被りと言いますけれども、

60 から 70 センチメートルほどの水道管と同じくらいの位置になりますけれ

ども、さや管を入れまして、その中に電力の電線であるとか、ＮＴＴの通信

線であるとかを入れる方式でございます。  

委員Ｂ：  鳥屋部町の対象区間は、将来的には延びていくのですか。  
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事業課：  南のほうにですか。  

委員Ｂ：  はい。  

事業課：  現在は表通りと裏通りの区間で、次に図面の青い区間となっております。

その次の計画というものはまだ、このエリアの中でどこというところは計画

としてまだ立ておりません。いろんな希望があって、ゆりの木通りは三社大

祭が通るということと、隣に並行した中央停車場線というものがあるのです

けれども、これで終わりということではなくて何路線もあるものですから。

ただ、一概に市が無電柱化しますということだけでは事業は進みません。電

線管理者の電力、ガス、ＮＴＴであるとか、その方々にも実はこの事業で負

担金が伴うことから、その方々の了解を得てはじめてどこにどのように入れ

ましょうかということで、協議しながら設計委託をかけまして、それで工事

を行います。工事が終わった後にその一部負担を求めていくということで、

市独自に進められないという事情もございます。これから進めていくにも、

そういった協議を進める中で、計画していくこととなります。  

委員長：  資料１の２ページで当初計画時の費用便益比が載っていないのですが、こ

れは当初計画の費用便益分析は行っていないということですか。２ページ目

の（３）のところで当初計画時参考と書いてありますよね。費用が 1.5 倍以

上増えていて、多分当初はもう少し低い数値だったのかと思います。  

この後、担当部署の皆様には退室していただくことになるのですけれども、

皆様がおられるところで質問などあればお受けしたいと思います。  

委員Ａ：  屋内スケート場の整備に伴って、長根の歩道をどのように整備なさるおつ

もりですか。  

事業課：  ちょうど我々が担当課でございますので、お答えします。桜木町の交差点

から東北電力までぐるっと回ります。市道路線でいくと２路線、沢里長根線

が桜木町からぐるっと回り長根リンク交差点まで、その交差点から東北電力

までが市道長根線と言います。２路線となりますけれども、この２路線を４

分割して工事をしようと思っております。既に３工事分、ちょうど桜木町か

ら昔の三八教育会館西側の入口、そこまでを今ちょうど発注したところでこ

れから工事するのですけれども、それ以外のところは既に工事をしておりま

す。今お話しました全線に渡りまして、現在は 1.5 メートルの両側歩道なの

ですけれども、なかなか用地買収が難しくて、現況の道路幅の中で、住宅地

は長根リンクと反対側なので宅地側だけに歩道を集約するということで、単

純に３メートルにはならなかったのですけれども、1.5 メートルの歩道を 2.5

メートルに集約拡幅し、そちらの歩道はなくなります。今歩道に 15 センチ

メートルほどの段差があるのですけれども、それを５センチメートルほどに

してバリアフリー化しまして、さらにはインターロッキングといって、最近

中心街でもやっていますけれども、アスファルトでもなくレンガ風の美装化

を行う予定としております。工事として全部終わるのは、来年度いっぱいく

らいまではかかるのではないか思ってございます。以上です。  

委員長：  電線の地中化はそちらでは行なわないのですか。  

事業課：  そこまでは至りませんでした。  
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委員Ａ：  やはり中心街の中のリンクですから。用地買収とか拡幅ということは恐ら

く無理でしょうから、現在の中で最大有効にしていただけるようにと思って

いました。  

事業課：  できないのかと言われてしまうと、できないことはないのですけれども、

用地買収にはものすごい時間とお金がかかるものですから、それが整ってか

らとなりますと何もできなくなってしまいます。今できる範囲内で最善を尽

くしたということで、ご理解いただければと思います。  

委員Ａ：  近くに民間の駐車場が点在していますので、できるだけそこに車を止めて

いただいて、あとは歩いていただくほうが大変有効でしょうから、何とかそ

このところを市民に理解していただく。また、競技の応援に来る市外の方た

ちにもそこをよくＰＲしてほしいと思います。  

事業課：  幅員なども変わりませんので、歩道は片側に集約してよろしいのですけれ

ども、今説明したように片側には水路がありますし、片側は住宅地というこ

とで、短期間で幅を広げられる状況ではなかったものですから。  

車の駐車については今おっしゃったように中心街ということですので、部

署は違うのですけれどもＰＲして、近くに停めて歩いていただくなど、その

ような形でいろいろＰＲしながらやっていくことになると思います。  

委員Ａ：  そこのところが大事ですので、できる前からしておかないと大変でしょう

し、車の流れ、人の流れという方向性が問題でしょうから、よろしくお願い

いたします。  

委員長：  その他よろしいでしょうか。他になければそれで質疑は終了となります。

それでは事業担当部署の皆さんは退室してください。  

事業課：  よろしくお願いいたします。  

 

〔建設部  退室〕  

 

委員長：  それでは、この委員会として資料１の３ページ目の３総合評価（２）の行

政改革委員会意見を委員会として取りまとめます。こういう感じか、あるい

は全体に渡ってご意見等あればお受けしたいと思いますけれども、ございま

すでしょうか。最初説明があったように、無電線化とバリアフリーが目玉の

事業だと思います。  

委員Ｃ：  この（３）の走行時間短縮便益の走行時間とは、どの話のデータを使う  

のですか。  

事務局： これは今日は詳細の方は出ていないのですけれども、通常であれば交通量、

走行車両台数のデータに伸び率をかけたりしていると思います。あとは調査

をやっているところはそれに基づいて配分計算していたりします。  

委員Ｃ：  車の話ではなくて歩道の話だから、特記事項に書いてあるからそういうこ

となのかと理解はしていたのですけれども。  

事業の方向性としては全然問題ないです。以前、青年会議所の全国大会を

長根リンクの会場でやったのですが、どうやって移動させるかとても苦労し

たものです。大きい人数の大会の時には結構大変で、人を立てて何とかしよ
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うとやっていたのです。そしたら確かに長根リンクに向かって行く所で結構

大事な路線でした。  

委員Ａ： 大事ですよね。車の走行も入るところ、出るところ、市内に出るところも。  

委員Ｃ：  そうなのですよ。何万人を何としようとしても簡単にできないのですよ。

結構その辺を考慮しなければならないところが多いのです。そういう意味で

この路線は、重要な線だというイメージを持っています。  

委員Ａ：  ４ページの走行費用というところに交通量×延長×走行経費原単位とあり

ますが、どういう意味ですか。  

委員長：  １台が１キロメートルを走る辺りどれくらいかかるかということになりま

す。  

その他、よろしいですか。  

委員Ａ：  昔、裁判所の前の道路を拡幅するときに、道路が良くなればスピードを出

す車の台数多くなり、交通事故も増えるだろうということで付近の反対運動

がありました。私はそれを聞いて、そこの道路に面してお住いの方たちは、

そういうことで反対運動をするのだと思って驚いたことがあります。一般的

には、道路が走りやすくなると事故件数が多くなると考えられるのですか。 

委員長：  そこは何とも言えないと思います。  

委員Ａ：  かえって事故が減るような感じがしますけれども。  

事務局：  一般論で申し上げますと、台数が増えると機会が増えて確率が高まるとい

う方式です。  

 一方で今回のように電柱が無くなることによって視界は良くなるので、今

までだと見過ごしていた人影がしっかり見えるので、そういう意味で減って

くると本来は計算される部分もある。非常に数値化しにくい部分というとこ

ろです。道路をつくる上で一番大きいのは、多分渋滞しているようなところ

だと燃費が良くなってプラスに出るケースと、今のように今の時点でそれな

りに流れているところの場合は、単に車両の台数が増えてその分の比例で経

費が増えていくだけになるというケースがあるようです。実は前回六日町を

やったときは、車の流れが良くなるという部分もあったのだと思うのですが、

効果がプラスに出ているというところもあって、道路の整備の仕方、その状

況によってプラスに出るケースとマイナスに出るケースがあるようです。  

委員長：  はい、その他どうでしょうか。それではこの委員会として評価継続で、特

に附帯意見を付けずに、ということでよろしいですか。  

全委員：  はい。  

委員長：  それでは附帯意見を付けずに、継続ということで委員会の結論としたいと

思います。  

では、ここで、今回の再評価に関する今後のスケジュールについて、事務

局から説明願います。  

事務局：  それでは、公共事業再評価に関する今後のスケジュールについてお知らせ

します。  

本日、ご審議いただきました結果を基に、市の対応方針を決定しまして、

11 月 21 日の市議会建設協議会に報告するとともに、市ホームページで市民
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の皆様に公表する予定となっておりますので、よろしくお願いします。以上

でございます。  

 

委員長：  以上で、本日の委員会を終了といたします。  

皆様、お疲れさまでした。  


