
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和３年３月１日（月曜日） 

    １４：３０～１６：３０ 

場 所：仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室）（Ｗｅｂ併用） 
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１．開 会 午後２時３０分 開会 

２．挨 拶 

３．審 議 

○徳永委員長 徳永です。それでは、これより進行を務めさせていただきます。 

  本日、事後評価案件ということで港湾２件、道路７件ということで、また数が多うございま

すので、効率的に審議を進めさせていただければということで、説明のほうはポイントを押

さえてよろしくお願いいたします。 

  それではまず港湾事業の審議でございます。 

  まず事業選定ワーキングが開かれておりますので、選定結果につきまして小笠原委員のほう

からご報告をよろしくお願いいたします。 

○小笠原委員 港湾事業ワーキングを２月１２日に開催しましたので、選定結果を報告いたしま

す。 

  今回の事後評価の対象である港湾２事業について、費用対効果分析の要因の変化、整備効果

の発現状況、また社会経済情勢の変化等を踏まえ協議した結果、整備期間が長く事業規模が

大きい青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業を重点審議事業、相馬港航路・泊地整備事

業を要点審議事業に選定しました。 

  以上になります。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、事業担当部のほうから今回の審議案件について資料１の一覧表に基づいた概要説

明をお願いいたします。 

◆港湾審議案件一覧の説明 

【上記について、事務局から資料１により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございました。 

  それでは、重点審議案件でございます青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業について説

明のほうよろしくお願いいたします。 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

・青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業 

【上記について、青森港湾事務所長から資料２により説明】 

○徳永委員長 説明、ありがとうございます。 

  それでは、委員の皆様からご意見、ご質問ございましたらよろしくお願いいたします。 
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○小野委員 東北経済連合会の小野でございます。ご説明ありがとうございます。 

  クルーズ船のところだったんですけれど、前回調査には含まれていない定性的効果というこ

とであるんですが、これはＢ／Ｃには入っているんですか。 

○青森港湾事務所長 入ってございません。 

○小野委員 入ってないんですか。これは、どういう部分で今回のこの事業の評価、定性的な部

分だということではあるんですけれども、どのように生かされているんでしょうか、Ｂ／Ｃ

以外で。 

○青森港湾事務所長 沖館埠頭というのが、先ほど説明したように新中央埠頭に入れない大型の

クルーズ船とかが入りますので、このような形で定性的効果ということでしております。 

○小野委員 こうした効果はあるという一例ということで上げていらっしゃるということの理解

でよろしいんでしょうか。 

○青森港湾事務所 はい、そうです。 

○小野委員 了解いたしました。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○武藤委員 よろしいでしょうか。武藤でございます。 

  実は、ただいま小野委員からご質問のあった定性的効果について、今回の資料にお入れいた

だきたいと事前説明の折に是非にとお願いしたのは私でございます。以前より、効果便益の

見せ方の部分で何度か委員の皆様とお話をさせていただいておりますが、定量的比較につい

ては、これまでの事業評価の際に数字データが示されている場合、比較検討が可能かと思い

ますが、今お話にでている経済効果のような時代の変化に伴って発現してきている効果につ

いては、定性的内容として見ていただきたいと考えました。地元の方々がいかにこの事業に

よって便益、利益を受けているかといった効果について、定量的には比較できない事柄こそ

注目して見ていただく必要があると思いまして、お願いさせていただきました。今回記載い

ただいた経済効果などの定性的内容は、今後ほかの港にも影響のある、検討していく必要の

ある事案だと考えましたので、今回記録として残していただけたことは大変ありがたいこと

だと思っております。 

○徳永委員長 ありがとうございます。今のはコメントをいただいたということでよろしいです

か。 

○武藤委員 はい。 

○徳永委員長 ありがとうございました。 
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  そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  Ｗｅｂでご参加のほかの委員の方、特にございませんか。よろしいでしょうか。 

○南委員 南です。もしよろしければ、解説してもらえたらと思いまして。 

○徳永委員長 ではお願いします。 

○南委員 ５ページの浸水範囲減少に伴って建物数が減少すると、便益の発生が減るというのは、

被災する家屋が少なくなるので、その分、便益としての計上分も減るということでよろしか

ったですよね。そこの算出のところを、もしよろしかったら確認、ご説明いただけたら助か

るのですけれども。 

○青森港湾事務所長 まさしく建物数が減ったということで便益が下がってございます。 

○南委員 そうすると、防波堤の効果として、防がれる建物が減ったからということでよろしか

ったですよね。 

○青森港湾事務所長 そのとおりです。 

○南委員 ありがとうございます。以上です。 

○徳永委員長 よろしいでしょうか。 

  そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

  それではないようですので、今後の事後評価及び改善措置の必要はないという対応方針

（案）、これを認めることとしたいと思います。どうもありがとうございました。 

  それでは次に、要点事業に移ります。 

  相馬港の事業の内容につきましては、先ほど一覧表でご説明いただいておりますので、委員

の皆様から何かご意見、ご質問があればよろしくお願いいたします。 

○石川委員 説明が、こっちはされてないんじゃないですか。 

○徳永委員長 もし追加で補足説明いただきたいということであれば。大丈夫でしょうか。よろ

しいでしょうか。 

  Ｗｅｂ参加の委員の皆様も大丈夫でしょうか。（「大丈夫です」の声あり） 

  それでは、こちらにつきましても、今後の事後評価及び改善措置の必要はないという対応方

針（案）を認めることとしたいと思います。どうもありがとうございました。 

  それでは次、道路事業のほうに移ります。 

  道路事業につきましても、事業選定ワーキングが行われております。選定結果につきまして、

石川委員からご報告よろしくお願いいたします。 

○石川委員 報告いたします。 
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  道路事業ワーキングを２月１５日に開催いたしましたので、選定結果を報告いたします。 

  今回の事後評価の対象である道路７事業について、費用対効果の分析の要因の変化、整備効

果の発現状況、また社会経済情勢の変化等を踏まえ協議した結果、Ｂ／Ｃが最も大きい一般

国道４号 盛岡北道路及び前回評価から全体事業費Ｂ／Ｃの変化が大きい一般国道１２１号 

会津縦貫北道路の２事業を重点審議事業、その他５事業を要点審議事業に選定いたしました。 

  以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、事業担当部のほうから今回の審議案件につきまして資料５の一覧表に基づいて概

要説明をよろしくお願いします。 

◆道路審議案件一覧の説明 

【上記について、事務局から資料５により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございました。 

  それでは、重点事業であります、一般国道４号線 盛岡北道路について説明のほうよろしく

お願いいたします。 

◆重点審議案件 対応方針（案）の説明・審議 

・一般国道４号 盛岡北道路 

【上記について、岩手河川国道事務所長から資料６－１により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様からご意見、ご質問ございましたらよろしくお願いします。 

  いかがでしょうか。南委員、どうぞ。 

○南委員 ５ページですけれども、混雑が緩和されてきている、この道路の効果は非常に高いも

のと、私盛岡に住んでいて、実感としても分かるところがございます。混雑緩和が図られて

いるのですが、それで、交通量が少し増えている。２万９３００台になっているのですが、

あまり交通量に変化がないというようなおっしゃり方をしたように感じるのですけれども、

この混雑緩和に伴って、もしかしたら交通量が少し増えて、こちらに転換するなど利用が進

んでいるのかもしれない。また資料１０ページに、滝沢巣子の世帯数が増えているというデ

ータで出ておりまして、これはもちろん北道路だけによることではないかとは思うのですけ

れども、この北道路の利便性と混雑緩和というのが、今後こうした滝沢巣子の住宅の開発に

つながるという可能性もあるのかと思います。この辺りは、重要な変化として見守っていっ

ていただきたいなと思いまして、一言申し上げました。以上です。 
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○岩手河川国道事務所長 数字としては、５ページのグラフを大まかにみて大きな変化がないと

いうふうに、私説明申し上げたんですけれども、今、南委員の説明のように、確かに住宅が

増えたことと道路の整備が相まっての転換ということも考えられますので、ちょっとそこに

ついては言い方を考えたいと思います。ありがとうございました。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  これは平成１１年から２７年までは徐々に減少してきたというところで、その中で増加に転

じたということからすれば、見た目以上に効果があったのかなということにもなるのかなと

思うんですが、そういう意味で、この周辺のほかの区間、道路が全体的に減少傾向にあると

いう状況なんでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 推計上だと、ＯＤが若干上がっているので上がり気味にはなるんです

けれども、ＯＤが変わったことによって少し上がっているというのがあるかと思います。 

○徳永委員長 はい。そのほか。石川委員、よろしくお願いします。 

○石川委員 石川です。同じく５ページなんですけれども、２分短縮されたというふうに説明が

ありました。こういう指標の見せ方なんですけれども、この道路３．６キロと比較的短くて、

この短い間で２分短縮されたということと理解してよろしいんでしょうか。 

○岩手河川国道事務所長 そのとおりでございます。 

○石川委員 だとすると、短いながらも２分短縮というのは、非常に効果が大きいと思えるんで

すけれども、単に２分だけという数字が出てくると、何かあまりインパクトが少なくて、見

せ方として、例えば１キロ当たり何分とか、１０キロ当たり何分とかいった、ほかの整備し

た道路と比較して、少し標準化したような指標を用いると、もう少しほかとの比較で分かり

やすいのかなと。 

  それともう一つは、非常に交通量が多いので、短縮された時間掛ける交通量みたいな形にす

ると、トータルとして恩恵を受ける時間がかなり大きく見せられるので、費用対効果の見せ

方として、少しこういう指標を工夫されて、ほかの事業ともある程度客観的に比較できるよ

うな形でお示しいただけると非常に事業の効果が分かりやすいかなと思います。以上です。 

○岩手河川国道事務所長 ありがとうございました。 

  すごく事業者としても効果があるというのは実感しているところですので、あまり効果が少

なく見積もられないように研究なり検討したいと思います。ありがとうございました。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  これはマニュアル上、仕方がないんだと思うんですけれども、平均速度で計算するというこ
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とで、２分ぐらいしか効果が出ないということになると思うんですが、当然、渋滞時におい

ては、より大きな効果が出ているはずなんですが、そうしたときに、大都市だとピーク時間

が長いので、その効果も大きいんですが、地方都市になるとピーク率というか、ピークが非

常に短期間に集中するということで、若干不利に計算されてしまわないかなというのがちょ

っと心配なところなんですけれども、ちょっとそのあたりも地方の特性として平均値の議論

だけでは十分事業の効果を説明できないということであれば、少し勉強しておく必要がある

のかなというようなことをちょっと感じたところです。 

  取りあえず感想ということですが。 

  そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

  Ｗｅｂ参加の委員の皆さんも、そのほか大丈夫でしょうか。（はいの声） 

  ありがとうございます。 

  それでは、こちらにつきましても今後の事後評価及び改善措置の必要はないという対応方針

案を認めるということにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

  それではもう１点の重点事業、会津縦貫北道路の説明をよろしくお願いいたします。 

◆重点審議案件 対応方針（案）の説明・審議 

・一般国道１２１号 会津縦貫北道路 

【上記について、郡山国道事務所長から資料６－２により説明】 

○徳永委員長 どうもありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様からご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いいたします。 

  いかがでしょうか。石川委員、よろしくお願いします。 

○石川委員 石川です。ワーキングのときにもお伺いしたんですけれども、改めて、当初は４車

線として計画していて、今回は２車線開通したということですけれども、４車線分の用地買

収とかについては、もう既に全部終わっていて費用のほうに組み込まれていたと理解してよ

ろしいですか。 

○道路計画第一課長 はい、そのとおりでございます。 

○石川委員 であれば、今後例えば４車線化をする目安、４車線化の工事を新たに始めるという

基準というのは、何か決まってはいるんでしょうか。 

○道路計画第一課長 明確な、交通量が何台を超えたらというところまではないんですけれども、

交通量や渋滞といった社会情勢の変化が生じて必要性が出てきた段階で、判断させていただ

くことになるかなと考えてございます。 
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○石川委員 であれば、例えば今回暫定２車線ということで５０億円減額になっていますけれど

も、多分５０億円プラスアルファぐらいの費用を投じることで４車線化が図られて、次にＢ

／Ｃを計算したときには、かなりいい数字が期待できるということになりますでしょうか。 

○道路計画第一課長 ４車線が必要になるということであれば、当然交通量もかなり増えている

状況だと思いますので、また４車線が必要になるタイミングで、事業費などそういった物資、

労務の状況も変わってまいりますので、費用はもう一回算出させていただくことになるんで

すけれども、４車線化するという判断が出てくるタイミングでは、Ｂ／Ｃ、費用対効果とし

ては大きく出てくるんだろうなというふうには思っているところでございます。 

○石川委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 ちょっと関連して確認させていただきたいんですが、４車線化をするというとき

の扱いなんですが、それは今回の事業費便益プラスということで全体で評価するということ

になるのか、その追加費用に対する追加便益というところで判断することになるのかという

ところはいかがでしょうか。 

○道路計画第一課長 新たに４車線化を行うという際の評価としましては、既にある分というの

は除いて、これからさらに投資をするというものに対しての費用、それに伴って発現する効

果というところで計算を行うようになります。 

○徳永委員長 それは言ってみれば新規事業としてということですかね。そうすると、今回の対

応方針のところで、今後の状況に応じて改めて完成形を検討するという表現になっているん

ですが、ちょっとそこと矛盾するというか、食い違うことになりませんかね。 

○道路計画第一課長 事業としましては、今回事後評価ということで、今回の１２１号につきま

しては暫定２車線での事業としてできたというところで、新たに４車線ということで必要に

なるとなれば、またそのタイミングで改めて必要性等を確認していただいた上での事業を行

うことになるかなと考えております。 

○徳永委員長 ちょっとそこで分からなくなったというか、私も。どう判断していいのかという

ところなんですが、完成形の整備を検討するという文言を残すという意味合いが、どういう

ことになるんだろうな。何となく、一旦もうここで切りますよというお話だったように思う

ので、であれば、暫定２車として整備したということで一定の妥当性といいますか、そこは

クリアできましたよということで、改めて交通量が増えたときに４車化をするという、そこ

はまた新たな事業だとすれば、それはそこでまた判断するわけですので、今回のこの事業に

対して完成形を検討するという文言を残さなくてもいいのではないかという、そんな感じも
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するんですけれど。 

  ただ本音から言うと、追加で評価を行うとなかなか効果が計測しにくいのではないかと。と

いうところを懸念していまして、もう既に暫定２車ですが、それなりに速度といいますか、

速達性が確保できましたよということになってしまっていますので、それに加えて４車化す

ることによる効果といったときに、果たしてうまく出るのかなと。恐らく渋滞、混雑時、そ

のときに大きな効果が出てくるわけですが、先ほどと同じように平均値の議論でやったとき

に、あまりそこが効果として発現しなくなってしまわないかなというのが若干懸念がありま

して、これまでの暫定２車でやって、その後４車化した事業というのも数多くあると思うん

ですが、そこで何か問題が起きてないかというか、そこで逆に断念せざるを得なくなってし

まった事案とか、そういうことがないのかなというのがちょっと心配材料かなと思ったんで

すが。 

○道路計画第一課長 これまで暫定２車線で事業をしていて、その後４車線化した事業というこ

とでございますが、今回の資料で言いますと、資料５秋田南バイパスでございますけれども、

こちらも当初暫定２車線でずっと整備を進めておったところでございますけれども、新たに

４車線化を整備するということで、事業の必要性等を確認した上で事業を行っているもので

ございまして、全体事業費としては約４０億円でございますけれども、交通量等の伸びとい

うものも見られておったことから、Ｂ／Ｃとしても、今時点で計算し直すと２．８というこ

とで、効果として見られるというところがありますので、そういったところでＢ／Ｃが出な

いから事業化として難しいのではないかというところが生じたりしないかどうかというご指

摘に対しては、交通量等の伸びがあれば必要性として出てくると考えてございまして、問題

等はなかろうかというふうには、今思っているところでございます。 

○徳永委員長 ということであればいいんですけれども、下手をすると、ある程度交通量が伸び

て渋滞が始まってからじゃないと手がつけられないということになってしまうと、それはど

うなんだろうというところがありますので、そのあたりも含めて研究しておいていただけれ

ばありがたいかなと思います。 

  そのほかいかがでしょうか。 

○石川委員 石川です。構造的なほうからも少し話しすると、もし橋脚等とかアバット等でもう

できていて、片側だけ乗っかっているというような構造物があったとすると、やはりバラン

スよく構造物を使うというか、既に荷重が乗っている分は片側クリープしてくるわけですし、

構造安全上は全く問題ないんですけれども、４車線化が先送りされると、その分構造物も少
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しずつ経年劣化していくというのもありますので、なるべく均等となるように、早めの４車

線化をされたほうが構造上はいいのかなという感じはします。 

○郡山国道事務所長 ご心配いただきありがとうございます。用地だけは４車でご準備させても

らったんですが、構造物のところは基本的に２分の２車完成で造っておりますので、むしろ

将来また拡幅事業が出てきたときには、既存構造物の離隔とか、取り合いとか、もたれ合い

みたいなところの心配が逆にあるかなと思っています。また検討しながら進めたいと思って

ございます。 

○石川委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○南委員 南です。よろしいでしょうか。 

○徳永委員長 はい。南委員どうぞ。 

○南委員 １０ページの企業立地のデータが目を引くのですけれども、これは、道路のみの効果

とは言えないのかもしれないのですが、これだけの企業立地が道路整備に伴ってできてきた

とすると非常にインパクトがあることですので、この道路がどのぐらいの役割をしているの

かということが分かったらいいと思います。社会経済情勢の変化あるいは工業団地誘致の活

動等もあろうかと思うのですが、企業の進出が進むような傾向があるとか、立地した企業の

種類ですとか、この道路が有用であるような企業誘致が進んだというようなことでしょうか。

そうしたことがもう少し分かっていくといいと思いました。 

  この企業立地が増えているということは、地方の道路整備なり地域開発において非常に重要

なことだと思われますので、注目していただきたいですし、分かることがあれば公にもして

ほしいということになります。交通事故が大きく減っていますし、時間短縮が、あるいは速

度増加が大きいですし、現道が非常に不便な状態だったのだろうという印象を受けますけれ

ども、このあたりの道路の効果について、もう少し知りたくなるところがありますので、可

能な範囲でご検討いただけたらと思います。 

  以上です。 

○郡山国道事務所長 大変ありがたいお言葉だと思っております。我々も、今後まだこの周辺に

ついては新しい工業団地も拡張新設されていると聞いておりますので、コロナ禍の中ではあ

りますけれども、そういう地方へのシフトみたいなところもきちんと頭に入れながら、デー

タも引き続きフォローして、世の中にきちんとお示しできるようなことを考えていきたいと

思います。大変アドバイスいただきありがとうございます。 
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○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  ちょっと私から観光に関してなんですが、今回、会津地方、会津若松、喜多方、それから下

郷というところでの連携といいますか、それの効果を上げていただいたんですが、さらに足

を伸ばせば米沢のほうにつながる、そういうルートでもあるのかなと思うんですが、現段階

において、さらに会津若松から米沢に抜けるというようなところに対して、この道路の果た

す役割みたいなものは何か見えていますでしょうか。 

○道路計画第一課長 今、委員長からありました、米沢も含めてということでございますけれど

も、地域としては、ここを含めて全体の取組をどうやっていくのかということは、常に考え

られておると思いますので、そういった中で、やはり今回高速道路がある会津若松のインタ

ーチェンジから喜多方の間まで速達性が向上しているということで、そういった形での周遊

であったりアクセス性というところはかなり大きく変わってきているだろうなということで

は考えております。 

○徳永委員長 道路整備して時間が短縮するということは、その分、余計足を伸ばせるというこ

とでもあるわけですので、そのあたりをうまく活用してもらって、さらなる地域振興に役立

てていただければありがたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、こちらの案件につきまして、今後の事後評価及び改善措置の必要性はないが、社

会状況等の変化に応じて完成形の整備を検討するという対応方針案を認めるということにし

たいと思います。どうもありがとうございました。 

  それでは、残りの５件、要点審議事項案件ですが、こちらにつきまして先ほど一覧表で説明

がありましたので、直接委員の皆様からのご意見、ご質問をお伺いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

  特に大丈夫ですか。（「はい」の声）ありがとうございます。 

  それでは、そのほかの案件につきましても、今後の事業評価及び改善措置の必要性はないと

いう、要点のほうは全てそれでよかったんでしたか。２番があれですね。「今後のネットワ

ークの完成後に改めて事後評価を実施し」というものがついておりますが、以上の対応方針

（案）を認めるということにしたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

  以上で審議案件は終了ということになりますが、審議結果の取りまとめを行う間、５分ほど

休憩を取りたいと思います。 
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  再開は５８分ぐらいでよろしいですか。 

○司会（震災対策調整官） それでは、１６時ぐらいをめどにしたいと思います。 

○徳永委員長 では、１６時再開させていただきます。よろしくお願いいたします。 

午後３時５４分 休憩 

午後４時０１分 再開 

○司会（震災対策調整官） それでは、ただいま議事概要につきまして素案を配付させていただ

きました。 

  議事概要のまとめを読み上げさせていただきます。 

  【審議結果】 

  東北地方整備局事業評価監視委員会は、令和２年度第４回委員会を令和３年３月１日（月）、

東北地方整備局において開催し、事業実施者（東北地方整備局）から事後評価対象事業の説

明を受け審議を行った。 

  審議結果は以下のとおりである。 

  １．事業審議について 

   １）港湾事業 事後評価 審議結果 

    ●青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業 

    ●相馬港航路・泊地整備事業 

  上記２事業について、今後の事後評価及び改善措置の必要性はないという対応方針（案）は

妥当である。 

   ２）道路事業 事後評価 審議結果 

    ●一般国道４号 盛岡北道路 

    ●一般国道４５号 坂下拡幅 

    ●一般国道１０８号 花渕山バイパス 

    ●一般国道７号 秋田南バイパス 

    ●一般国道４号 白河拡幅 

  上記５事業について、今後の事後評価及び改善措置の必要性はないという対応方針（案）は

妥当である。 

    ●一般国道４５号 吉浜道路 

  上記１事業について、今後のネットワークの完成後に改めて事後評価を実施するという対応

方針（案）は妥当である。 
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    ●一般国道１２１号 会津縦貫北道路 

  上記１事業について、今後の事後評価及び改善措置の必要性はないが、社会状況等の変化に

応じて完成形の整備を検討するという対応方針（案）は妥当である。 

  以上でございます。 

○徳永委員長 ただいま読み上げていただきましたが、議事概要につきましていかがでしょうか。 

  １点確認なんですが、吉浜道路ですけれども、資料５ですと「事後評価を実施し」の後に、

改善措置の必要性等を検討するとついていますけれども、そこは省略しても構わないという

判断でよろしいですか。 

○司会（震災対策調整官） 大変失礼いたしました。 

  資料５の一覧表にもございますが、「今後のネットワークの完成後に改めて事後評価を実施

し、改善措置等の必要性を検討する」という内容に修正をさせていただきたいと思います。 

○徳永委員長 はい。了解しました。 

  そのほかよろしいでしょうか。 

  特になければ、今の１点、吉浜道路につきまして「実施する」で終わっていますが、それを

「実施し、改善措置の必要性等を検討する。」という文言を足した形で本日の審議結果とい

うことにしたいと思います。 

  以上で審議のほう終了になりますが、どうもありがとうございました。 

  それでは、司会を事務局にお返ししますので、よろしくお願いいたします。 

 

４．閉 会 

○司会（震災対策調整官） 委員長、ありがとうございました。 

  最後に、事務局よりご連絡申し上げます。 

  今年度中に予定しておりました現地視察でございますが、コロナの関係もございまして、ま

た状況等を見て開催時期等についてはご相談させていただきたいと思います。４月以降、早

い時期にということで考えたいと思います。 

  また、今年度の委員会につきましては、今回の委員会が最後でございます。委員の皆様にお

かれましては、ご多忙の中、委員会のご出席と貴重なご意見を賜りまして、この場をおかり

しまして心より御礼申し上げたいと思います。 

  それでは、以上をもちまして令和２年度第４回東北地方整備局事業評価監視委員会を閉会い

たします。 
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  ありがとうございました。 

午後４時０７分 閉会 

 


