
平成２６年度 第２回 沖縄総合事務局開発建設部事業評価監視委員会  

議事録 

１．開催日時：平成２６年１２月１０日（水）１４：００～１６：５０ 

２．場  所：那覇第２地方合同庁舎２号館 沖縄総合事務局 ６階 特別会議室 

３．出 席 者    ：○委 員 

        新垣 裕治  名桜大学国際学群教授  

        池端 透    沖縄経済同友会常任幹事（りゅうぎん総合研究所社長） 

        原 久夫    琉球大学工学部准教授【委員長】 

        前泊 博盛  沖縄国際大学経済学部教授（前琉球新報社論説委員長）  

             ○沖縄総合事務局 

        尾澤次長、小平田開発建設部長、髙井企画調整官、上原技術企画官、   

        岡野営繕調査官、吉柳技術管理官、中原港湾空港指導官、 

        高村公園まちづくり調整官 ほか 

４．審  議： 

【議事録】 

 ●一般国道５８号 恩納バイパス 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：用地買収の問題が一部あったような気がするが、ここは大丈夫か。 

事務局 ：用地の進捗率が９９％ということで一部交差点部分に残っていたが、今年度

契約ができたので、現状では１００％となっている。 

委員長 ：審議の結果、一般国道５８号 恩納バイパスについては、委員会の総意とし

ては「事業を継続する」ということにしたいと思うが如何か。 

各委員 ：異議なし。 

 

 ●一般国道５８号 名護東道路 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：伊差川インターから出て海洋博までに行くには、県道８４号まで戻ることに

なるが、つながる部分の現道５８号は、拡幅の予定はあるか。 

事務局 ：特に拡幅の予定はない。 

委 員 ：数久田インターまでの開通はいつ頃を見込んでいるか。 

事務局 ：平成３０年代前半を予定している。 

委 員 ：全線２車線開通に向け、用地及び技術的課題はあるのか。 

事務局 ：現在３号トンネルを施工中である。土質状況が水を含んだりしているので、

対策工法を検討しながら進めている。 

 



委 員 ：進捗状況が遅いと、人口や車が減り始めてから完成するような話にならない

か。道路の事業に関して、スピードが遅すぎるような感じを全体的に受ける。

事業を早めるような工夫はしているか。 

事務局 ：完成形としては４車線であるが、暫定の２車線で伊差川から世冨慶まで一部

開通している。全線２車線開通については、平成３０年代前半を考えている。 

委 員 ：暫定の２車線で開通させるのが平成３０年代前半ということだが、４車線化

するのはまだ先か。 

事務局 ：２車線を開通した後に、交通の状況を見て４車線化を進めていきたい。 

委 員 ：海洋博へのルートについて、資料では１１分短縮とあるが、県道８４号線へ

の右折滞留長は大丈夫か。右折滞留車が長くなると、実質２車線が１車線に

なりかねない。 

事務局 ：交通状況により、必要であれば、対策を検討する。 

委 員 ：今、観光客の動きが海岸線を通って本部（海洋博公園）に行き、古宇利島を

回って屋我地を通って、帰るときに名護東道路を使っている。名護市内は観

光客が立ち寄らない通過だけとなっている。 

委 員 ：世冨慶の国道５８号を右折して国道３２９号を通って伊差川に抜けられるこ

とが分かりづらい。周知されていない。 

事務局 ：標識については数カ所設置し情報提供しているが、部分開通でルートがクラ

ンク状になっているため分かりにくい形態となっている。 

委員長 ：調査区間になっている数久田から許田までは、全体をスムーズに移動するた

めの重要な区間になると思うが、具体的な計画はあるか。 

事務局 ：現在、海岸沿いのルートも含めて調査中である。 

委員長 ：是非、こちらも含め全体をつなげて、実際のスピードアップを図ってもらい

たい。よろしくお願いしたい。 

委 員 ：世冨慶交差点の右折車両が多く渋滞している。曲がりにくいことも原因だと

思う。現道を改良することによって、開通している部分もかなり生かせるの

ではないか。 

委員長 ：審議の結果、一般国道５８号 名護東道路については、委員会の総意としては   

「事業を継続する」ということにしたいと思うが如何か。  

各委員 ：異議なし。 

 

 ●一般国道５８号 嘉手納バイパス 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：事業の完成年度の見通しをお聞きしたい。 

事務局 ：平成３０年代後半を予定している。 

委 員 ：国道５８号というライフライン、大動脈がそもそも冠水する事態が大問題で

はないか。 



事務局 ：今まで経験したことがない、１時間当たりの雨量が観測開始以来、 多を記

録した雨が降って冠水している。 

事務局 ：今回の結果を受け、冠水箇所を公表している。現在は、混乱を少なくできる

よう管理努力を行っている。 

委 員 ：今後も、冠水は発生するということか。 

事務局 ：異常気象時（ゲリラ豪雨等）においては、否定できない。 

委 員 ：そういうことを考えると、迂回路となるバイパスの事業に時間が掛かりすぎ

ている。ライフラインの確保ということでは、平成３０年代後半までほった

らかしになってしまう。事業の進捗を考える上では別ルートも検討したほう

がよいのではないか。 

事務局 ：別ルート（陸側）は、住宅が密集しているため困難。今の計画案（海側）が

適だと考えている。嘉手納バイパス（調査区間）は、嘉手納飛行場がある

ため様々な条件を付されたが、調整については順調に進めていた。しかし、

アメリカ同時多発テロ以降、調整が難航。近年は米軍との調整も可能になっ

たため、嘉手納バイパスの工事着手及び隣接する先線の事業を一体的に進め

ていけるよう地元及び関係機関と調整を進めて行きたい。 

委 員 ：事業進捗率１０％の改善余地はあるか。 

事務局 ：限られた予算内で配分を行うため、那覇近郊に集中しているところだが、那

覇以北についても徐々に進捗を図りたい。 

委 員 ：資料１１頁の計画交通量が、前回よりも減っているが便益は上がっている。

その理由は何か。 

事務局 ：Ｈ２４年度に北谷拡幅事業が事業化されたため、現道側に交通量が集まる方

向になり、嘉手納バイパスの計画交通量が若干減少した。便益は、走行速度

の向上により、上昇した。 

委員長 ：嘉手納バイパス南側の計画は不透明なところが多い。完成したとしても、重

要なことは国道５８号までのアクセス道路となる町道１３号線であるが、こ

れについて、どのように考えているか。 

事務局 ：当面は暫定２車線での開通を予定しており、町道１３号も同じ２車線である

ため、大きな渋滞は起こる可能性は低いと考えている。 

委員長 ：嘉手納バイパスから国道５８号の南側へは右折で入ると思うが、流れを上手

く接続しないと効果が発現されないので、よく考えてもらいたい。 

事務局 ：既に開通しているバイパスも参考に検討したいと考えている。 

委員長 ：審議の結果、一般国道５８号 嘉手納バイパスについては、委員会の総意として

は「事業を継続する」ということにしたいと思うが如何か。  

各委員 ：異議なし。 

 

 

 

 

 



 ●一般国道５８号 浦添北道路 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：当初計画が２車線ということで便益が下がっているが、４車線での整備はで

きないのか。  

事務局 ：都市計画決定は６車線であるが、事業化当時、道路投資に関して非常に厳し

い時期だったため、２車線での事業化となった。 

委 員 ：２車線で造った後、追加で拡幅すると、またお金が掛かる。 初から４車線

なり６車線で造ってはどうか。 

事務局 ：用地は将来計画を見込んで取得している。下部工は暫定形にて整備している。

ランプ部は完成形に移行できるような構造で整備している。隣接する道路の

開通を見定めながら、なるべく同時期に６車化できるようにしたい。 

委 員 ：橋の完成予想図は作っているか。イメージが分かれば議論がしやすい。かな

りの高架になると思うので、泊大橋のように強い風が吹いたら通行止めにな

るような構造になっていないか心配だ。 

事務局 ：風の影響による通行止めについては、２車線とか６車線というよりは風その

ものの強さで、大きなトラックが横風を受けて転倒することを防止すること

が目的である。 

委 員 ：渋滞が予想されているのに、２車線で整備を進めるのは抵抗がある。既に渋

滞状況が出てきているにもかかわらず、２車線で突っ走ってしまうのは如何

なものか、意見として入れてもらいたい。 

委員長 ：審議の結果、一般国道５８号 浦添北道路については、委員会の総意としては  

「事業を継続する」ということにしたいと思うが如何か。  

各委員 ：異議なし。 

 

 ●平良港漲水地区複合一貫輸送ターミナル改良事業 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：４頁で事業費が３割増になっている理由を３つ上げているが、特にどれが１

番大きな増額になっているのか。航行安全対策については、具体的にどのよ

うなものをやっているのか教えてもらいたい。 

事務局 ：１番大きいのは設計基準の見直しにより、施設の耐震化対策で追加を行った

ことによるもので、約８億円増えている。航行安全対策は、ＲＯＲＯ船が事

業に伴い北側にシフトしたため、安全に回頭できるように第１ふ頭前面の浅

い箇所を浚渫、ケーソンの水中仮置場の移設など、航行安全検討委員会で対

策を決めて追加している。 

 



委 員 ：老朽化というのは他であまり聞いたことがないが、平良港は設置する段階で

何か問題があったのか。全体が劣化する危険性があるのか。 

事務局 ：ケーソン式岸壁の背後に裏込雑石を施工して埋め立てをするが、埋め立て土

砂の吸い出し防止用シートが経年劣化で穴が空いて、雨が降ると土が吸い込

まれて陥没を発生しやすい状態になっている。今は防砂シートも改良されて

いる。第２ふ頭の北側については、改良して劣化したものは全部取り替えて

いる。 

委員長 ：耐震岸壁ということで、安心安全かつ効果が大きいと思うが、臨港道路はレ

ベル２地震動や液状化とかの検討もされているのか。 

事務局 ：それはこれから、港湾管理者である宮古島市が行うことになっている。臨港

道路と防災緑地は、耐震強化岸壁と一体的に使われるため耐震について検討

を行う。 

委 員 ：石垣が宮古を超えるぐらい人口が増えてきている。宮古は振興策も遅れてい

るような印象をもった。クルーズ船の寄港については、何万トンまで可能な

バースになるか。 

事務局 ：ぱしふぃっくびいなす客船クラスで約２万７千トンまで可能。下崎地区の岸

壁は延長２７０ｍで水深１０ｍということで５万トンぐらいまで付けられ

る。今回整備箇所の北側の部分が大型クルーズ船に対応したバースとして延

長３４０ｍが位置づけられている。５月には宮古島市から沖総局に大型クル

ーズも対応できるような岸壁の要請がきていることから、宮古島市と一緒に

なって事業化を検討しているところ。遠くないうちには延伸をしていきたい。 

委 員 ：必要なときに整備を進めていかないとバースを造るのに何年も掛かる。クル

ーズ船が来たいといってもバースがありませんという話になる。地域に発想

が無ければ指導してもらって地域活性化に役立つような、地域振興の将来を

見据えたバース建設を是非お願いしたい。 

事務局 ：宮古島市もクルーズ誘致強化に向けて検討を行っており、勉強会等を新たに

開催し、これからしっかり取り組んでいくようである。宮古島市と一緒にな

ってクルーズ誘致の連絡協議会の中でしっかりやっていきたい。 

委員長 ：審議の結果、平良港漲水地区複合一貫輸送ターミナル改良事業については、委員

会の総意としては「事業を継続する」ということにしたいと思うが如何か。  

各委員 ：異議なし。  

 

 ●竹富南航路整備事業 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：安全対策として、灯台みたいなブイは設置されているか。 

事務局 ：今も部分的に設置されているものがあるが、今回の航路の工事によって移設

するものがある。その移設費用は計上している。 



委 員 ：安全上は何基ブイの設置が必要か。 

事務局 ：海上保安庁で 終的に決めていくことになる。恐らく２０基程度のブイは必

要になると考えている。 

委 員 ：それが設置されると夜間も安全に航行できるようになるのか。Ｂ／Ｃは夜間

の航行が可能になるところまで入っていないのか。 

事務局 ：全て設置されれば夜間航行が可能になると考えている。今回の評価では定性

的な効果としている。 

委 員 ：石西礁湖はサンゴ研究者がかなり注目している場所であるが、今回、航路を

広げて深くすることによって、サンゴの移植とかが若干発生するということ

だが、具体的には何をしているのか。 

事務局 ：航路を浚渫する箇所で、サンゴに抵触する場合は、基本的には航路の近傍に

予め移植を行っている。一方で、サンゴの状況によっては、環境省の自然再

生事業へ提供しており、海域全体の環境創造に資する取り組みも行っている。 

委 員 ：石西礁湖はサンゴのうえでも、世界遺産になるような場所でもある。どれぐ

らいの面積の浚渫になるのか。例えば環境アセスが必要な規模になるのか、

いらない規模で収まっているのか。サンゴについては、いろんな場所でアセ

スの問題もある。十分に配慮してもらいたい。 

事務局 ：航路の線形を決める際には委員会を立ち上げて、ルート案を関係者から意見

を伺って、影響が少ない所を選定している。アセス法上は、埋め立ての場合

は４０ｈａ以上が対象になるが、浚渫のみの場合はアセス法での規定は無い。 

委 員 ：検討委員会の中には、サンゴの専門家であるとか、そういった方々が入って

検討委員会を行っているのか。 

事務局 ：航路の検討にあたっては、大学の海岸工学専攻の先生、サンゴ、環境専門の

先生、そういった方々に参加してもらって委員会を行っている。 

委員長 ：地元の要望だとか、この事業では意見照会はないのか。 

事務局 ：この事業は、国費１００％の事業であることから地元負担金が発生しない。

意見照会は対象外であるが、事前に竹富町長へ説明を行っていて、引き続き

事業推進をお願いされている。 

委員長 ：審議の結果、竹富南航路整備事業については、委員会の総意としては「事業を継続

する」ということにしたいと思うが如何か。  

各委員 ：異議なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ●国営沖縄記念公園 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された 

【審議内容】 

委 員 ：美ら海水族館以外の施設の利用状況はどうなのか。今回、熱帯ドリームセン

ターの改修とあるが、以前行ったときにかなり利用率が低いと聞いた。かな

り広いエリアであることから全体的に海洋博公園の魅力を出す工夫が必要。

Ｂ／Ｃの中でもＴＣＭ(旅行費用法)の評価手法で分析を行っているが、いづ

れにしても、公園に行きたいかどうかになる。美ら海水族館だけではなく、

全体として海洋博公園に行きたくなるようなことを考えていかないといけな

い。 

事務局 ：ご指摘のとおり利用状況の全体を１００とした場合、約７５％が美ら海水族

館に集中している。ただし、美ら海水族館ができた一時期は、９割ぐらいの

利用が集中していた。今はそれ以外の利用に分散している。どういう利用を

しているかの分析はこれからのところ。資料のグラフにも示されているが、

観光客に利用されている状況があるので、滞在時間を増やしてもらいたいと

思っているが、バス等で来ると時間が限られているので今後どうしていくか

課題になっている。熱帯ドリームセンターは、これから分析するが 盛期の

利用状況から３割程度になっている。これは施設の老朽化と当初は蘭の展示

が全国的にも無かったが、今は県内や東京でも大々的に蘭の展示が増えてい

る。産業につなげていく目的もあったので、一定の役割は果たしてきたと考

えている。老朽化対策は当面の対策として考えているため、今後、中期的に

この施設を始めリニューアルの必要性が出てきている施設をどうするかは、

今年度以降考えていきたい。 

委 員 ：他の施設も利用率を上げていかないと、施設をリニューアルするときに利用

者数の話になると説明がしにくいのでは。イベント等をやりながら、美ら海

水族館だけではなく、他の施設もどういうふうにお客さんを上手く誘導して

いくのか考えてもらいたい。 

事務局 ：いろいろやっているが、伸びない理由はこれから分析していきたい。基本計

画の方針をこれから検討するので、特に南のエリアをどうするかトータルと

しての魅力をどう上げていくかが大事なポイントとなる。検討会をやってし

っかり考えていきたい。 

委 員 ：税金を使って施設を造っているが、美ら海水族館など収益がかなりあると思

われるが、その収益が全く分からない。是非そのあたりも再評価の段階でも

う少し説明できるように、資料収集、資料提供をお願いしたい。 

事務局 ：制度的には、全国の国営公園は都市公園法により整備している。法律では公

園管理者以外の者に公園施設の設置又は管理を許可することができる制度が

ある。それに基づいて、美ら海水族館、首里城は許可を行っている。仕組み

からいくと事業再評価の公共事業としてどうなのかの観点なので、マニュア



ルに従ってやっている。個別の収益までは含まれていない。今は独立行政法

人の都市再生機構に設置・管理を許可してきている。今後は独立行政法人の

整備合理化の一環でこの事業から撤退するため、撤退後の事業のあり方をど

うするかをこれから検討する段階であるので、今のご意見を踏まえて考えて

いきたい。 

事務局 ：なお、収益をカウントすると便益はたぶん上がる方向に行くと思う。収益に

関しては、料金を徴集するにあたり公共事業として適切に設定されているか

等についてチェックしている。 

委 員 ：収益事業がある場合の事業評価の仕方というのは、もう少し別な方法があっ

てもいいと思われる。是非次回は、公的なところを使っている事業であるこ

とから、経営状況や運営するなかで出てきた利益も含めて、財務諸表ぐらい

は出せるような形を提案したい。 

委員長 ：事業評価の中で、それは可能なのか。 

事務局 ：全国統一の事業評価は、建設費と維持管理費のコストと推計により得られる

便益の比較により評価を行うこととなっている。 

委 員 ：首里城公園については、県営にするかどうかの議論をされたこともあるが、

いろんな管理運営のありかたを考える上で、先ず事業評価そのものに参考資

料という形でも結構なので、公的なものの運営については、しっかりとした

議論の場を持てるような数値を提供してもらいたい。これは要望としての意

見である。 

委 員 ：費用便益で１．０４という数字は、大丈夫か。 

事務局 ：残りのエリアとしては、小規模な建築物と園地、園路が殆どのため便益が発

生しにくい。数値は残事業なので問題ない。 

委員長 ：残事業Ｂ／Ｃについて、全体の事業がもともと大変大きい金額が付いていた

場合は、事業を継続した場合も事業を中止した場合も費用便益はあまり変わ

らない。どういう事業を計画しても、残事業は限りなく１に近い比率になる

と考えられるので、あまり意味があるような数値とは思えない。本当に評価

したいときには、今までのところと今後の計画されているものに対してＢ／

Ｃがわかりやすくなれば、評価もしやすい。 

事務局 ：残事業Ｂ／Ｃというのは、そもそも今後も相当の新たな施設整備を行うため、

事業期間、事業費を要する事業について分析するために導入されたものであ

り、当公園の様に施設がほとんど開設済みで、改修工事がほとんどの事業に

は、そぐわないと思われる。 

事務局 ：公園のマニュアルが平成２５年１０月に改訂されて、そこで初めて残事業Ｂ

／Ｃが導入された経緯がある。これは全ての事業に、ある年度から導入され

ているため分析はしないといけないが、そのようなご意見等もあったことを

国交省に伝え、相談したい。 

委員長 ：審議の結果、国営沖縄記念公園については、委員会の総意としては「事業を継続する」

ということにしたいと思うが如何か。  

各委員 ：異議なし。 


