
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和３年１１月１日（月曜日） 

    １３：００～１５：００ 

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１時００分 開会 

２．挨 拶 

３．審 議 

○徳永委員長 それでは、審議に入ります。 

  本日の審議案件は、再評価の道路事業４件、それから営繕事業２件でございます。 

  説明はポイントを押さえて、効率的な議事の進行にご協力いただければと思います。 

  それでは初めに、道路事業の審議でございますが、事業選定ワーキングが行われていますの

で、選定結果について石川委員からご報告をよろしくお願いいたします。 

○石川委員 報告させていただきます。 

  道路事業ワーキングを１０月８日に開催いたしましたので、選定結果を報告いたします。 

  今回の再評価の対象である道路事業４件について、事業計画等の変化の有無、事業費の増額

の有無や要因、また、全体事業や残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえ、事業費の増額が最も

大きい一般国道７号二ツ井今泉道路を重点審議事業に選定し、その他３件を要点審議事業に

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、事業担当部から、今回の審議事項（重点・要点）について、資料１の一覧表に

基づいて概要説明、それから資料２の再評価の効率化判定についてご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１により説明】 

 ◆再評価の効率化判定の説明 

  【上記について、事務局から資料２により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

それでは、資料３－１、一般国道７号二ツ井今泉道路の説明に移ります。 

簡潔なご説明をよろしくお願いします。 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

  ・一般国道７号二ツ井今泉道路 

  【上記について、能代河川国道事務所長から資料３－１により説明】 

○徳永委員長 それでは、ご意見、ご質問、よろしくお願いいたします。 

  最後にご説明ありましたが、今回大分費用便益、下がってしまうということがあるんですが、
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道路事業の場合はどうしても短い区間ですと便益が出にくいということで、なかなか苦しい

評価になってしまいがちですけれども、そういう意味で、今回参考ということで、一体評価

といいますか、全区間での評価をしていただいていますので、それで見れば十分評価、Ｂ／

Ｃも出ているということなんだろうと思います。 

○武藤委員 私は秋田県に住んでおりますので、こちらのミッシングリンクが完成することは、

秋田県民にとって、まさに長年の悲願でございます。この度、県北部の鹿角市と北秋田市に

ある縄文遺跡が遺跡群としてユネスコ世界遺産に登録されるという新たなニュースもあった

中で、特に鹿角市は岩手県との県境に位置していて県都秋田市からのアクセスに現状３時間

以上かかってしまいます。その為いかに県内移動時間の短縮ができるかということが物流面

でも県内回遊促進を目指す観光面でも常に懸案となってきました。ミッシングリングが開通

すれば移動時間の短縮という目標には近づけると考えてきました。今回、本委員会やワーキ

ングに出席させていただくことにより、これだけの建設費用が、そしてこれだけの工事の困

難さを克服して建設されるということを初めて知ることができました。自身の不勉強に恥じ

入るばかりではありますが、多くの県民の方々が、私と同じようにその実情を知ることもな

く、ただただ「なぜ開通にこんなに時間がかかるのだろう。」「なぜこの区間だけ後回しに

されて取り残されているのだろう。」と不満ともつかない疑問を感じつつ完成することを今

か今かと待っていると思われます。ですので、もし可能であれば、完成が目前に迫ったこの

タイミングだからこそ、この困難な工事の過程を資料映像などでぜひ県民、周辺住民、そし

て利用される全国の皆さんに知っていただけるような工夫ができないかと考えます。工事を

している過程の資料映像を写真も含めて撮りためておけば、現在はいろんなＰＲ手段がござ

いますので、開通を待ちわびている県民だけでなく、いずれの日にか訪れるかもしれない全

国の皆さんに開通までの「ストーリー」を知っていただき、興味を持っていただくことは、

利用促進へのフックになると考えますので、ぜひご検討いただければと思います。 

○徳永委員長 貴重なご意見ありがとうございます。 

私のほうからも、こういう便利な道路ができますと以前の大変だった頃をすぐ忘れてしま

うということもあるので、昔がいかに大変で、これによってこんなに便利になりましたよと

いうところもしっかり記録として残しておく必要があるのかなということもつけ加えさせて

いただいて、もしコメント等ございましたら、よろしくお願いします。 

○能代河川国道事務所長 ご意見ありがとうございます。 

  画像とか、データとか、いろいろ撮りためているものもありますので、これからもご指摘い
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ただいたような視点で準備をしていきたいと思います。また、今ご指摘いただいたようなと

ころを県民の皆さんのみならず、広く知っていただくことも重要なミッションの一つだと思

っておりますので、真剣に取り組んでまいりたいと思います。今でも、地域の方々にはなっ

てしまうんですが、事業の進捗状況等をまとめたニューズペーパーとか、あるいはＳＮＳな

どで発信しているところはございますけれども、もっともっとたくさんの方に知っていただ

くような努力をしてまいりたいと思います。ご意見ありがとうございました。 

○徳永委員長 よろしくお願いします。 

○石川委員 日沿道、能代－小坂間全体を考えれば、もちろん事業を推進していくべきだと私も

思っています。一方で、少し技術的なところで、もう少し最初工事するときに事前に検討し

ておくべきだったのかなと思う点が幾つかありまして、質問させていただきます。 

  まず、１０ページですけれども、軟弱地盤対策の増加経費ということで、改良材の添加量が

前回計画立米当たり１５０キロだったものが４４９キロになりましたということですが、こ

れ高炉Ｂセメントと書いてあるんですが、１５０キロの単位セメント量っていうと大体重力

式ダムの内部コンクリート程度で、４４９キロ入れるとなると、ＰＣの高架橋の桁のコンク

リートでも大分コンクリートの品質が違うぐらいセメント量が増えているんですね。これ本

当に４４９キロも改良材としてセメントがこんなに必要なのかどうかちょっと理解できない

んですけれども、これはどういう根拠でこれだけ必要だということになったんでしょうか。 

○能代河川国道事務所長 今回、前回変更した盛土高が非常に高い盛土高になってございまして、

今計算上、地耐力というか地盤反力が３，０００キロニュートンぐらい必要になるという計

算になっております。計算していきますと、今回の地盤、土質条件からは４４９キロが出て

くるんですけれども、地盤改良している工事が近隣の工区でも過去にございましたので、調

べたところ、すぐ隣の鷹巣界隈であった改良工事が大体盛土高が１５メートル程度、今回が

大体盛土高が４０メートル切るぐらいの高いところの盛土高になってございまして、３倍ぐ

らいの差がございます。鷹巣で実施したところも大体１５０キロ程度の改良が入ってあって、

大体その盛土高からざっくり見ますと、相場的にはそんなにイレギュラーではないのかなと

感じたところでございました。 

○石川委員 私の感覚でいうと、ここまで入らないんじゃないかというか、一般のコンクリート

でも４５０キロぐらい入れるってなかなかないので、何か非常に無理がある改良なのかなと。

盛土高と圧力と単位セメント量の関係で、線形で補間していくと確かにそういうぐらいにな

るのかもしれないんですけれども、ちょっとここまで本当に入るのかなというのが疑問です。
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それはまたもう一度よくご検討いただきたいなと思います。 

  それから、もう一つ、トンネルの支保工パターンの変更について、もう少しどういうやり方

からどういうふうに変えたのかということをご説明いただけますでしょうか。 

○能代河川国道事務所長 前回から今回に変更した時点で、小繋トンネルについては、基本的に

は前回変更時点では変わっていないんですが、前回３０年度に変更した時点では、今泉第一

トンネルと第二トンネルが新しく変更になってございます。小繋トンネルにつきましては、

もともとＣⅠ、ＣⅡの硬岩、中硬岩で見ていたものが比較的弱い、ＤⅠ、ＤⅢの軟岩以上の

ものに変わったというところでございます。 

  それから、１３ページの図面にも表示させていただいておりますけれども、部分的に湧水対

策が出たとか、あるいは鏡の崩落がございまして、そこを少しロックボルトで止めたとか、

あるいは土被りの薄いところを補助工法等で少し長尺の鋼材を入れて対応したとか、そうい

うところが小繋トンネル等では変わったところでございます。 

  今泉第二トンネルにつきましても、同様でございますけれども、支保パターンがやはりＣⅠ、

ＣⅡからＤⅠ、ＤⅢに変わったところが多く、そういうところで変更してございますけれど

も、今泉第二トンネルについては、３０年度にボーリング調査追加で実施しまして、そこの

時点で一度検討しておりますので、そう大幅な変更増にはなってございません。 

  また、今泉第一トンネルにつきましては、先ほど簡単にご説明しましたけれども、ほぼ堀り

上がる手前まで来ておりますけれども、今のところ支保パターンの大きな変更はなく進んで

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。 

これＮＡＴＭですよね。ＮＡＴＭで支保パターンの変更というのは、ボルトを増やしたり

とか、地盤改良かけながら掘ったということですね。分かりました。ありがとうございます。 

  今回の変更は、いずれも地盤に関する変更になりますよね、盛土にしても、支保パターンに

しても、地盤改良にしても。やはりもう少し現地の調査というのを考えて、最初に検討して

おいてもよかったのかなという気は少しします。以上です。 

○能代河川国道事務所長 ご指摘のとおりでございます。 

今後、現場でもいろいろやれるところがあるかと思いますので、知恵を絞って検討してま

いりたいと思います。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

実は、私も次の要点をやってからと思っていたんですが、若干最近変更が多いなと、特に
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軟弱地盤が後から見つかってという案件が多いなというところがあって、せっかく設計もし

て、工事も始めて、それから始めてみたらちょっと違ったからまた設計し直しということに

なれば、当然手戻りであったり、再設計の費用であったり、場合によっては工期も延びると

いうことがあるので、そのあたりが事前にどれぐらいお金をかけるのと、それから後から分

かって対応するのと、どっちが本当に効率的なのか、しっかり検証していただかないといけ

ないのかなと気になっているところです。今回、どの程度そういう追加費用といいますか、

工法の変更ということ、その工事費自体の問題じゃなくて、その手間ですとかそういうとこ

ろに対しての追加費用がどれぐらいあるのかもしっかり検証しておいていただければいいの

かなと思いました。 

○小野委員 私は、この道路は必要な道路だと思っていますけれども、６ページの事業の必要性

で、物流について、農作物も出ていたと思うんですけれども、私どもが今枝豆を輸出しよう

ということで、実はいろいろ動いているんですけれども、枝豆は日もちがしないのが一番の

課題でありまして、時間が短縮されれば、東京の市場とか、場合によっては海外に出してい

ける農産品もあろうかと思います。あとこの地域だと桃もあるんですが、桃も日もちしない

んですよね。そういうことで、今回、この道路ができて、積込みも多いものですから、輸送

効率が図られるということで書いていらっしゃったと思うんですけれども、こういう枝豆と

か日もちのしない農作物に高速道路というのは大変効果的だという視点も今後目指していた

だければありがたいと思います。特にこれをどう変えていくということではないんですけれ

ども、単に時間短縮ということだけじゃなくて、あと傷みを防止するということだけじゃな

くて、日もちのしない作物を出していくということで道路は効果的だという部分をぜひ取り

上げていただければありがたいと思います。私からは以上です。 

○南委員 関連することになろうかと思いますが、この参考資料に費用便益分析に含まれない効

果ということで、幾つか記載されておりまして、これは当委員会でこういうものが必要じゃ

ないかということで追加される形になってきたように理解しています。この資料によります

と、具体的な効果の金額ベースで試算しておられるようで、特に産業支援（２）の４ページ、

雇用に関わる１０ページに比較的大きな金額が記載されています。費用便益について、１１

ページに載っている一体的評価という一つの流れがあるでしょうし、それに加えてこうした

３便益の中で評価されにくいものが数字として出ているということになると、非常に興味を

引くのではないかと思われます。今生鮮食料品の効果というのもあると思うのですが、こう

した雇用効果ですとか産業への影響効果というのは、とても関心のあることではないかと。
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今回において比較的大きく出ていますし、それは道路によって違うでしょうけれども、この

地域に与える影響という意味で、関心の高いところだと思います。この試算をどう生かして

いくか、今後さらに前向きにご検討いただいていったほうが、道路の効果というものがより

わかりやすく伝わるのだろうと。効果がなければないなりに伝えることも必要でしょうし、

そのように思った次第です。一つ意見としてお願いいたします。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

毎回この東北では話題に上るんですが、やはり基本的な全国マニュアルによる３便益だけ

ではなかなか効果が積み上がらないと。ですが、今回、作っていただいた資料、これも若干

遠慮ぎみにはじいているかなというようなところがあって、例えば定時性の問題にしても、

平均値の議論ではなく、もう少しひどいとき、そこに遅れないというようなことを考えれば、

平均値ではなく一番かかるときを、そのリスクを見込んでの余裕時間というものを常に考え

ないといけないということからすれば、もっと大きく計上されるべきものかなと思っていま

す。いずれこの地方部としては、そこをしっかり見ていただかないと、なかなか道路整備も

進められないということになりますので、全国的にそういうことも検討いただけるようにぜ

ひ声を大きくしていければと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  そのほかいかがでしょうか。Ｗｅｂ参加の委員の皆さん、大丈夫でしょうか。 

  それでは、そのほか意見ございませんようですので、いろいろ貴重なご意見いただきました

けれども、この二ツ井今泉道路につきましては、対応方針、原案どおり継続ということを認

めるということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

  それでは、次に参ります。 

  要点事業につきましてですが、先ほど一覧でご説明いただいておりますので、もしご意見、

ご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。 

○石川委員 残りの３つの事業についても、比較的軟弱地盤対策とか、法面の対策とか、そうい

ったものが多いんですけれども、これを全体的な傾向を見て思ったんですけれども、発注す

る際のプロポーザル案件として設計発注するときと、あと工事発注するときに、せっかく今

総合評価やっていますので、こういう非常に難しいところを通す道路の場合には、うまく仕

組みを使って、技術提案のテーマに重点的に軟弱地盤みたいなものを入れたりとか、そうい

うやり方もしながら少しずつ改善していったほうがいいのかなと思います。せっかくそうい

うシステムがあって、私も総合評価委員会やっていますので、そういったシステムをうまく

活用してなるべくこういった大きな設計変更がないように進められればいいかなと思います。
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よろしくお願いします。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

福島西道路の資料を見せていただいたときに、前区間とその境界部分といいますか、そこ

に近いところでやはり軟弱地盤ということになったわけですが、そうするとその前の区間を

やっているときに何かもう少し気づく手はなかったのかなと疑問に思ったわけですが、その

件については事前説明の中で説明も受けているので了解なんですけれども、いずれそういう

ふうに過去の事例、そこで起こったこと、それがきちんと次の事業にフィードバックされて

活かされているのかなというあたりについて、ゴーサインが出たらそれで終わりということ

ではなくて、そこで反省すべき点はしっかりとほかの事業にもちゃんと展開していくという

ところをしっかりやっていただければありがたいと思っております。 

  そのほかいかがでしょうか。Ｗｅｂ参加の委員の皆様、よろしいでしょうか。ありがとうご

ざいます。 

  それでは、こちらにつきましても、継続という対応方針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、次に、営繕事業の審議になります。よろしくお願いいたします。 

 ◆営繕審議案件一覧の説明 

  【上記について、営繕調査官から資料６により説明】 

◆審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

  ・福島第２地方合同庁舎 

  ・鶴岡第２地方合同庁舎 

  【上記について、営繕調査官から資料７－１、７－２により説明】 

○徳永委員長 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します。 

○武藤委員 今回提示されている二案件では、入居される官署の業種、それぞれの利用者が違う

ので評価検討にあたってもその点が重要であると考えます。と言いますのも、鶴岡のほうは

税務署と公共職業安定所、いわゆるハローワークと呼ばれるものが合同入居する庁舎建設と

いうことになりますが、これら二つの官署は、一般の市民、県民の方々が数多く利用される

施設であり、ここに書かれてあるような評価基準の、老朽化しているだとか、地域連携がで

きているだとかという以前に、利用者目線の評価が必要と考えます。老朽化した施設であれ

ばこその問題点、バリアフリーの不備や駐車場の狭隘さといった、時代に合わせて変化する
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利用者のニーズを取り入れた形で改善するという観点で新たな施設が造られることが重要な

のではないかと私は考えます。その点について教えていただければと思います。 

○営繕調査官 大変貴重なご指摘ありがとうございます。 

まちづくりへの影響という観点で、おっしゃるように、この官署の来客が多いということ

は、市のほうでも高い価値を見ていただきまして、まちづくりの中でこういったものが、病

院ですとか文化施設が近くにあるということで、地域の活性化として期待をいただいており

ます。それをまちづくりへの寄与という形で、事業計画の効果の資料の５ページになります

が、そこの中では、評価の軸としてまちづくりへの貢献と一言で書いてございますが、ここ

の中で、そういうにぎわいの形成も含めてこの庁舎の効果ということで、うたってございま

す。そこには防災倉庫の合築という部分もございますので、地域にお役に立てるのではと思

っておりますので、そういった部分、一応現在評価してはおりますが、そういったところを

しっかりアピールしていきたいと思います。ありがとうございます。 

○武藤委員 教えていただき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。 

私からも同じようなことをお伺いしようと思っていたんですが、特に地方都市においては、

こういう施設はかなり大規模な集客施設といいますか、人が行き来する場所ということでも

ありますし、それからまちづくりの観点で、どこにこういう施設があるべきかという観点、

それは非常に重要なので、ぜひともそれは評価の中で入れていただかないと、場合によって

は分散したままで、かなり離れたところにあるままでいいよという結果にもなりかねないの

かなと。今回は両方とも合築になっていますけれども、そんなことも懸念されるので、その

あたりもしっかり検討できるようにしておいていただけるといいなというのが一つ。 

  それから、それと関連して、最近、他の部局との連携が非常に重視されてきていますので、

今回の施設間でどれぐらい連携があるかというと、あまりないのかもしれないんですけれど

も、そういったところでの移動コスト、職員同士の移動コストも含めて、やはり合築にする

ということのメリットも出てくる場合があるんだろうと思いますので、そのあたりもぜひ検

討課題としておいていただけるとありがたいかなと。特に、まちづくりということですので、

この施設単独の話ではなく、まちづくりとしてどうあるべきかということがぜひともこの議

論の中でされると、まちづくり、都市計画に関わっている者としてはありがたいなと思って

おります。 

  それからもう一点は、このコスト比較等でやっていくと、実は前いたところが新築の７割ま
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でだったら補修で済ませと言われて補修、耐震補強したんですが、結局東日本大震災で赤紙

になってしまったというようなこともありますので、特にこういう公共施設は震災後に拠点

になるべき、そういう重要な施設ということもありますので、その辺がちょっとした差で断

念するということにならないように、ぜひともそのあたりもご検討いただければと思ってお

ります。 

○営繕調査官 ありがとうございます。 

まちづくりという点では、先ほど鶴岡市のご説明をしましたが、福島市のほうでも、やは

りこの庁舎によって地域の景観などの影響を受けますので、非常に期待をいただいておりま

す。地域の桜の保存なども含めて位置づけを行っておりますので、一層それに含めて庁舎の

集約による効果、ほかの官署との人の流れなども、位置は評価することになっておりますの

で、その中でどのように影響があるのかを整理していきながら、それも効果として訴えてい

きたいと思っております。 

  防災につきましても、今回も福島は耐震の防災拠点そのものでございますし、鶴岡も市の防

災倉庫が一緒に合築されるということですので、そういう視点も引き続き持ちながらやって

まいりたいと思います。ありがとうございます。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

○石川委員 余計なことかもしれないんですけれども、この鶴岡の３ページの外壁材の剝落のと

ころですけれども、これちょっと危ないので、建て替えるか建て替えないかにしても、直し

ておいたほうがいいような気がします。もし下に人が通るのであれば第三者被害があるかも

しれないので、なるべく早く直されたほうがいいのかなと、ちょっと気になったもので、お

話ししました。よろしくお願いします。 

○営繕調査官 ご指摘ありがとうございます。 

オーバーハングになったところで、下を人が通行するかどうか、現地の状況も確認しまし

て、注意喚起をしておきます。ありがとうございます。 

○黒田委員 専門的な分野ではないので見当外れなことでしたら大変申し訳ありませんが、予防

の前の対応ということで、例えば公共施設ですと、専門的な方ではなくて現場には市民の方

が行き交う中で、いろいろな危険につながる、重大なインシデントにつながるようなちょっ

としたことを発見することがあると思うんです。私も、以前、機内で働いておりまして、ち

ょっとした気づきが重大なインシデントを防いだということが結構あるんです。そういうこ

とを考えますと、現場からのレポートや報告が、例えばこういうシミがあって、それが漏電
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で、火災につながるような、こういうことを、重大インシデントを回避しましたというよう

なことを評価づけするということはできないんでしょうか。そうすると、もっといろいろな

ことが、何かに対応するというよりも事前に予防するということに繋がり、事故なども未然

に防ぎやすくなると思いますし、それが評価できるという仕組みができるのであれば、大き

な事故になる前に専門家じゃない人たちの意見がいろいろ取り入れられ、また、こういうこ

とが事前に防げました、それが大きな重大インシデントを防いだということも大きな評価点

にもなるのではないでしょうか。 

○営繕調査官 ご意見ありがとうございます。 

そういった日々使っている状況の中でのいろいろなご要望の中で、インシデントを防げる

というものは確かにあろうかと思います。そういった意見のくみ上げにつきましては、私ど

もでいきますと完成後の評価の中で利用者の声を聴く場面がありますので、その際にインシ

デント評価につながったようなものがもしあれば大変重要なアピールになると思いますので、

ご意見を踏まえまして今後の評価をやってまいりたいと思います。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

インシデントだけじゃなくて長寿命化という観点でも、早め早めの気づきは重要かと思い

ますので、併せてよろしくお願いいたします。 

○南委員 福島ですが、平成２２年に予算が見送られて１０年以上になって今まだ続いているわ

けですけれども、このあたり、防災上というか復興上も重要な拠点だったように思いますが、

非常に時間がかかったという印象があるのですけれども、何か理由があったのでしょうか。

残すべき教訓のようなことというか、ここまで二度再評価で継続が認められたが予算化され

ずというところ、復興に集中すべきだったというようなことだったのでしょうか。いかがで

しょうか。 

○営繕調査官 ご説明します。まず、２１年度の予算のところでございますが、２１年度の当初

の予算の後に政権交代がありまして、２２年度予算編成時には当時の状況を考慮して予算要

求を見送りました。その後、事業費要求に向けて作業を進めておりましたが、平成２３年３

月に東日本大震災が発生しまして、その後、計画が整うまで予算要求を行うことができませ

んでした。そして、前回の再評価の前になりますが、平成２５年に当初の計画敷地が福島市

からの要望で東日本大震災の復旧作業のため無償貸付けとなっております。当初の計画地が

使えない状況になりました。その時点では一時的な貸出しと認識しておったんですが、その

後、現在の別敷地のほうに新たに手当てされましたので、そこで計画が変わったということ



-11- 

で、本件の、２８年度が新たな出発点のように動いてございます。そのような経緯がござい

ましたので、直接的には震災という想定が難しいものではございましたが、当初計画がその

まま実行できないという事情があったということ、それが教訓だと考えております。 

○南委員 どうもありがとうございます。 

○徳永委員長 ありがとうございました。 

そのほか、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

  それでは、営繕事業につきましても、原案どおりということで、お認めするということにし

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、最後、まとめの前に５分ほど休憩を入れさせていただきます。 

午後２時２０分 休憩 

午後２時２４分 再開 

○徳永委員長 それでは、本日の開催結果のまとめについて確認をいたします。 

○司会（震災対策調整官） ただいま配付いたしました審議結果のまとめを読み上げさせていた

だきます。Ｗｅｂでご出席の委員の皆様には、画面をご覧いただきたいと思います。 

  【審議結果】 

  東北地方整備局事業評価監視委員会は、令和３年度第２回委員会を令和３年１１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）から再評価対象事業

の説明を受け審議を行った。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 

   １）道路事業 再評価 審議結果 

    ●一般国道７号 二ツ井今泉道路 

●一般国道４５号 天間林道路 

    ●一般国道１３号 福島西道路（Ⅱ期） 

    ●一般国道１２１号 湯野上バイパス 

     上記４事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

   ２）営繕事業 再評価 審議結果 

    ●福島第２地方合同庁舎 

    ●鶴岡第２地方合同庁舎 

     上記２事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 
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  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、これをもちまして本日の審議結果という

ことでよろしいでしょうか。 

  それでは、ただいまの審議結果ということで、本日の結果とさせていただきます。 

  審議につきましては、以上でございます。長時間にわたりまして熱心にご討議いただきまし

てありがとうございました。 

  それでは、事務局にお戻ししますので、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。 

  また、審議では、参考となる貴重なご意見、誠にありがとうございました。 

  それでは、以上をもちまして令和３年度第２回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了い

たします。 

  なお、次回、第３回委員会を令和３年１２月に予定してございますので、委員の皆様方には

ご出席いただきますようお願い申し上げます。 

  本日は誠にありがとうございました。 

午後２時２７分 閉会 

 


