
 

 

 

 

 

 

 

 

令和４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４年１２月１９日（月曜日） 

    １３：００～１４：４８ 

場 所：仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室）（Ｗｅｂ併用） 



-1- 

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、審議案件が８件と報告が３件ございます。説明はポイントを押さえて、効率的な議事

の進行にご協力をよろしくお願いいたします。 

  では、まず最初に砂防事業の審議でございます。 

事業選定ワーキングが行われていますので、選定結果につきまして中野委員からご報告を

お願いいたします。 

○中野委員 河川事業ワーキングを、１１月２４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砂防事業２件について、事業計画等の変化の有無、事業費の増額

の有無や要因を踏まえた結果、いずれも事業計画に変更がなく、事業費の変動も消費税率の

上昇分のみということであることから、２件ともに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、引き続き事業担当部から、今回の審議案件２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。 

 ◆河川審議案件一覧の説明 

 【上記について、河川調査官から資料１により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、この２件、要点審議ということですので、一括で審議に入りますが、委員の皆様

からご質問、ご意見はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

  それでは私からですが、今回マニュアルの見直しですとか、評価の仕方の見直しということ

でかなり便益が増えていますが、その中でも特にどこの影響が大きいのか、簡単にご説明い

ただければと思うのですが。 

○河川調査官 一番変わったところは、やはり資産が大きく上がったことが要因になってござい

ます。その中でも八幡平、阿武隈ともに、前回の平成２９年の評価では、評価の簡略化をし

ているため、その前のデータに基づいた氾濫シミュレーションを行っておりました。今回、
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その後の新しいデータに基づいて氾濫シミュレーションを行うことにより、メッシュデータ

の精度も格段に上がっているというところが反映されています。 

また、被害率が大きく変わったことも大きく影響しており、例えば砂防の場合、勾配によ

って被害率が大きく変わりますが、１．３倍から１．６倍に変わっていますし、営業停止の

日数も、これまで計上していたものの倍ぐらいに変わったりしています。これが、先ほど申

し上げた、全国的に大きな被害があったことが反映されて、こういう結果になっており、資

産が約５０％上がってございます。 

そのほか、先ほどご説明しました新たに追加する項目、産業廃棄物の処理などですが、こ

ちらでも増加している便益の約半分程度が積み上がって、この結果になっているという状況

でございます。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  資料２－２の４ページなど見させていただくと、この整備が完了しても全てが防げるわけで

はないということですので、最近の自然の状況の変化ですとか、社会情勢の変化等によって、

防災に関してはしっかりと対応いただ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。よろしいでしょうか。 

  それでは、特に意見ないようですので、対応方針（原案）の事業継続を認めるということに

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

  次に道路事業に移りますので、準備をよろしくお願いいたします。 

  それでは、道路事業の審議を行います。 

こちらにつきましても、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 道路事業ワーキングを１１月２８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８事業、審議５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

が最も大きい日本海沿岸東北自動車道 能代～小坂を重点審議事業に選定し、その他４件を

要点審議事業に選定いたしました。 

以上です。 
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○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、事業担当部から資料４の一覧表に基づいた概要説明と資料５の効率化判定、それ

から重点審議事業である資料６－１の日本海沿岸東北自動車道 能代～小坂の説明をお願い

いたします。 

 ◆道路審議案件一覧の説明 

 【上記について、事務局から資料４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５により説明】 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

 ・日本海沿岸東北自動車道 能代～小坂 

【上記について、能代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す。 

  それでは、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。 

○石川委員 １６ページの新たな経路をつくって、そこに橋梁をかけるということですが、この

ための費用が１９０億円ということで今ご説明いただきました。これは用地買収の費用など

も入っているのでしょうか。 

○能代河川国道事務所長 用地買収の費用も入ってございます。 

○石川委員 既に用地は取得済みということですか。 

○能代河川国道事務所長 用地につきましては、これから用地調査をして、取得していくという

ことになります。 

○石川委員 ということであれば、その額がまた少し変動してくる可能性もあると考えた方がよ

ろしいでしょうか。 

○能代河川国道事務所長 今後様々な調査をしていきますので、ルート帯については基本的には

このルートを考えてございますけれども、今後詳細な設計を進める中で、多少は変わってく

る部分もあろうかと思います。 

○石川委員 すみません、引き続き、用地。このルートのところの地質調査等あると思いますけ

ど、事業評価監視委員会でも、地盤の設定が想定と違っていて、事業費を再評価しなければ

いけないという事態がよく見受けられるのですが、その点もご配慮いただきまして、設計調

査の段階で地盤の調査をしっかりやっていただいて、今後なるべく増額の変更がないような

形で進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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○能代河川国道事務所長 地盤調査もきちんと調査を進めていきたいと思います。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○武藤委員 今検討いただいております事業の当該県であります秋田県の住民として、ミッシン

グリンクの解消を悲願として掲げておりますので、このような様々な変更を伴う工事費の増

大があっても、工事を実行していただけるということ、御礼申し上げたいと思います。 

  そこで、１つ意見なのですが、これだけ様々な困難があったということを記録として残して

いただきますと、この道路が開通した折に、いかにこの日沿道を整備することが大変であっ

たかということを住民の方々にご理解いただき、今後の利用促進や、そして利用拡大につな

がるのではないかと思います。以前の委員会でも取り上げられていた七座地区のような工事

難所など、こういったストーリー性のある難題があったということを記録として残していた

だき、今後住民の方や利用していただく全国の方々にお知らせするという手法を取っていた

だくことはできないかと思いまして、お話しさせていただきました。 

○能代河川国道事務所長 今、武藤委員ご指摘のとおり、今後も工事記録につきましては、きち

んと記録保存して、可能な場合には地元の地域住民の方にお知らせするということもやって

いきたいと思います。 

○武藤委員 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。そのほかいかがでしょうか。 

○髙栁委員 資料６－１の１６ページのところで、石川先生と同じところになるのですが、もと

もと現道活用する計画であったのが、委員会の結論を受けて、経緯の３番目ですね、技術的

課題が多く、事業費も膨大となり、実現性が低いために、別線で整備することが望ましいと

いう結論に至ったのだと思いますが、この事業費も膨大となるという結論が出たところの、

この事業費というのは、具体的にどのぐらいの金額が見積もられたのかを教えていただきた

いということが一つ。 

  あともう一つは、当初計画では、この翔鷹大橋を現道活用するという計画であったというと

ころですが、計画時点で技術的課題が多いという点が、なぜ分からなかったのかというとこ

ろを、教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

○能代河川国道事務所長 まず、１点目のご質問の事業費でございます。 

これについては、詳細な検討をまだしてございません。ただ、概略的な検討はしてござい

まして、事業費的には少なくとも、今回接続位置変更ということで約１９０億円提案させて

いただいておりますけれども、ほぼ同額と試算されてございます。 
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  それから、２つ目の技術的課題がなぜ当初分からなかったのかというご質問です。 

今回、翔鷹大橋を高規格道路ネットワークの一部として活用する、現道活用するというこ

とで、令和元年度から秋田県で技術検討会をしております。その中で、非常に多くの課題が

判明したということでございます。 

○髙栁委員 そうすると、当初計画時点ではそういったことが分からなかったということでよろ

しいですか。 

○能代河川国道事務所長 当初計画時点では、耐震性についてはあまり詳細に検討していなかっ

たということでございます。 

○髙栁委員 そうすると、一番の問題は耐震性の部分ということですか。 

○能代河川国道事務所長 技術的な課題の一番大きなところとしては、この橋を高規格道路ネッ

トワークの一部として使おうとした場合に、現在の耐震性では不足している部分があるとい

うことでございます。 

○髙栁委員 分かりました。ありがとうございます。ただ、いろんな事情もあるかとは思うので

すが、できることでしたら、計画時にできる限りの見積もりをお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  今のご質問に関連してなのですが、耐震補強等が必要になるという場合の費用負担ですが、

それは国道に組み込むという中で、国として事業費を出すという解釈でよろしいですか。 

○能代河川国道事務所長 今回、この委員会で提案させていただいております現道活用区間への

接続位置変更ということで、現在の翔鷹大橋の上流側に新たに道路を造るということになっ

てございます。したがいまして、現在の翔鷹大橋の、今後耐震補強していく場合については、

道路管理者である秋田県が対応を検討していくということになると思います。 

○徳永委員長 現道をそのままネットワークに組み込むとしたときの費用負担はいかがですか。 

○能代河川国道事務所長 現道活用していく場合には、この翔鷹大橋はあくまでも管理者が秋田

県ということになってございますので、当初の計画では秋田県が耐震補強して、あくまでも

高規格道路の一部として活用していくという計画となっております。 

○徳永委員長 分かりました。 

  そのほかいかがでしょうか。 

○南委員 ８ページの企業立地のところで、興味深いデータを示していただいていて、非常にた

くさんの工場が新設されたり、増設したりということが見てとれますが、業種など、どうい
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う企業等が張りついたか、そういったデータもいただければよりよいと思います。あるいは、

道路が出来ることが、直接的な要因の場合が多そうなのですけれど、アンケート調査等もや

っておくといいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○能代河川国道事務所長 ８ページの北秋田市と大館市の企業立地等の業種ですけれども、まず

北秋田市ですが、製造業、金属製品の製造業、こういったところが非常に多い。それ以外に

はバイオマスの発電関連業であるとか、あるいは木材加工、そういったものが企業進出して

いる状況となっております。それから、大館市については、業種が多様でございまして、医

薬品の製造業でありますとか、それから製造加工業、あるいは冷凍倉庫業、貨物自動車運送

業、そういったものが工場の新増設をしているという状況となっております。 

  それから、２点目のご質問にありました企業進出の企業のアンケート等のご質問でございま

すけれども、資料８ページの右下にも記載させていただいております。工業団地には、アン

ケート調査をその都度させていただいておりまして、企業進出の理由であるとか、今後期待

することであるとか、そういったものをヒアリングさせていただいております。 

○南委員 ありがとうございます。 

ぜひそういうところも、恐らく事業の効果としてどこかで公開されているかと思います。

その辺り、広くお示しいただけるようにお願いできたらと思います。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  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、こちらにつきまして、対応方針（原案）どおり、事業継続ということでよろしい

でしょうか。 

ありがとうございます。 

  次に要点審議ですが、先ほど概要につきましては一覧で説明いただいていましたので、一括

でご質問、ご意見ありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  それでは、特に意見ございませんので、こちらにつきましても原案どおり、事業継続を認め

るということでよろしいでしょうか。 

それでは、そのようにさせていただきます。 

  次に港湾事業に移りますので、準備をよろしくお願いいたします。 

  それでは、港湾事業につきまして、小名浜港の国際ターミナル整備事業の１件でございます。

こちら重点事業として審議いたしますので、ご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（原案）の説明・審議 
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 ・小名浜港国際物流ターミナル整備事業 

【上記について、小名浜港湾事務所長から資料１０－１により説明】 

○徳永委員長 ご説明ありがとうございました。 

  それではご質問、ご意見ございましたら、よろしくお願いいたします。 

○黒田委員 丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。 

  バイオマス発電ということで、便益の中には収集とか運搬とか管理に関するいろいろなこと

を説明していただいたのですが、地域からも推進の要望があるということで、これを推進す

るに当たって、今後１０年、２０年にわたり、地域全体において循環型社会への貢献ですよ

ね、バイオマス資源の活用、電気とか、熱の活用とか、そういうこれからやってくるという

か、やってこなくてはならない、まさに循環型社会への貢献という意味での、何か分かりや

すいご説明とか、具体的なことでお示しいただけるようなことがあれば、教えていただきた

いのですが。 

○小名浜港湾事務所長 小名浜港では、現在石炭の輸入取扱いが、全国の中でもかなり増えて多

いような状況でございますけれども、今後その発電所の石炭から燃料が転換するということ

も踏まえて、今カーボンニュートラルポート、ＣＮＰと呼んでいますけれども、これの検討

がなされてございます。整備局主導で、まず検討会を実施した後に、今年、福島県が協議会

を設立して、今形成計画の作成を行っているところでございます。なので、石炭のみならず、

バイオマスの活用、あるいはアンモニアとか、水素の活用といったところを踏まえて、ＣＯ２

の排出を削減する等の取組を実施しているところでございます。 

○黒田委員 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した。そのほかいかがでしょうか。 

○石川委員 ７ページで、未施工区間の構造を少し変更されるということですが、これは沈下対

策というご説明だったのですけれども、例えば津波が来たときの安全性というか、津波被害、

津波に対しての堅牢性というのは、検討されていらっしゃるのでしょうか。 

○小名浜港湾事務所長 ここの防波堤につきましては、基本的に津波は考慮していない状況でご

ざいます。一方で、東日本大震災の津波により、多少は沈下という傾向がございましたけれ

ども、港内の被覆工がえぐれるとか、そういった現象は特にございませんでしたので、今の

ところその対策は施してございません。 

○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。 
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○南委員 ９ページにある表ですが、事業全体で、ここに震災時における輸送コストの増大回避

というところのオーダーというか、９、８、１０と出ているのですが、ほかに比べると非常

に小さいように見えるのですが、この解釈を教えてもらえますでしょうか。 

とても大事な評価指標に思えるのですが、先ほどの話も含めて、震災時に海側からの輸送

が大事になった経験がありましたので、この評価の考え方について説明をお願いできたらと

思いますが、いかがでしょうか。 

○小名浜港湾事務所長 震災時の輸送コスト回避につきましては、災害時に、小名浜港が耐震強

化岸壁されていない場合は、ほかの港から石炭発電所まで石炭を輸送するということになり

ますけれども、便益につきましては、地震の発生確率を掛けておりますので、他の便益に比

べまして、非常に少ない額での計上となっております。 

○南委員 計算方法あってのことでしょうが、いざ起きたときの問題として大きいでしょうから、

ここの数値は大事なことだと思います。評価を何かの形で考えられたらいいかなと思います

が、コメントで結構です。ありがとうございます。 

○今野委員 基本的なところでお聞きできればと思うのですが、ゼロカーボンを目指してという

動きがあったとしても、なかなか石炭への依存というのは、当面なくならないだろうと考え

るわけですが、この港の機能ということからすると、５ページの下の写真など拝見すると、

大型船から小分けをする機能に重点が置かれていらっしゃるように拝見もするのですが、も

しそれ以外の機能、活用ということなどの想定があれば、お聞かせいただければと思ってい

ます。 

  それと、こういう港湾の整備の事業は非常に長く時間がかかると思いますので、今後どうい

う動きを想定されているのか、もしそういうこともお考えであれば、お聞かせいただければ

と思います。 

○小名浜港湾事務所長 ５ページの下にある図面とかで見ても、現在どうしても輸送コストを下

げるために、大型船でのというのは、当然大きな船で一度に大量に輸送することによって、

当然輸送回数が減りますので、その分コストが下がっていくというのは、紛れもない事実で

ございます。そういったこともあって、こういう整備を実施して、一つの目的としては、一

企業がということではなくて、共同調達とか、そういうことも考慮してございますので、そ

ういった面では効果が非常に期待されております。 

  一方で、それ以外としても、今回石炭につきましては、実は先ほど言ったようにＩＧＣＣに

ついては、石炭をガス化して、噴射して燃やすということで、非常に従来の石炭の発電所と
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違って、ＣＯ２が少ないということが実証実験でも分かってございます。なので、これにつき

ましては、当面は継続されるものと思ってございます。 

  一方で、今後はバイオマスとか、それからアンモニアとか、そういった燃料に変わっていく

と、やっぱりそちらにシフトしていくものと考えてございます。これも当然港を活用して輸

入されるものでありまして、同じように海外から調達するときに、大型船で大量輸送したほ

うが、コストが下がりますので、今後も同じような考え方で、我々もその状況の変化に対応

できるよう、情報を入手して対応していきたいと思ってございます。 

○今野委員 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。 

  それでは、こちらの案件につきまして、対応方針（原案）の事業継続を認めるということで

よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

  それでは、次に河川事業の報告になります。準備をよろしくお願いいたします。 

 

４．報 告 

○徳永委員長 それでは、河川事業の報告をお願いいたします。 

◆河川事業に関する報告 

【上記について、河川調査官から資料１２により説明】 

○徳永委員長 ご説明ありがとうございます。 

別途、学識者懇談会において事業継続ということでございますが、こちらに関して何かご

質問等ございましたら、いかがでしょうか。 

  では私から。最初の鳴瀬川ですが、前の計画が平成１９年から令和１８年までということで、

それを今回新たに令和５年から、来年からということで出ているのですが、そうするとこれ

までにやってきた部分はどうなるのかということと、それから参考で比較するのであれば、

これまでの残事業との比較になるのでしょうか。 

○河川調査官 これまでの事業については、約半分ほど進んでいるものの、被害もあったため、

災害復旧事業なども併せて、改修に寄与するような整備を進めてまいりました。そのような

中で、目標とする流量が大きくなっています。特にここの場合は、令和元年東日本台風が大

きい台風であったため、気候変動を考慮しますと、ちょうどその台風規模の洪水が目標に変

わっております。これまで整備した現河道は当然ありますが、それだけでは足らなくなった
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ため、追加河道掘削する分、新たな遊水地整備が必要な分を追加した上で、新たに３０年間

の目標を設定しているということが、この河川改修事業の進め方、評価方法になっておりま

す。 

  残事業については、もちろん新たな整備の中の内数として入っておりますが、評価に係る全

体事業はと言われると、これまでの整備内容が見えない形の提示になっているのが実態でご

ざいます。事業期間が違うものなので、実際比較するというのが難しく、今回並べているよ

うに、全体事業の提示だけにさせていただいております。 

○徳永委員長 目標値であるとか、いろいろ変わっているので、比較するというのは確かに難し

いのですが、とはいえ、これまでの事業の評価というのは、どこかできちんとやっておかな

くていいのか、何か途中でそういうふうに大きく見直しをしたときには、そこでリセットさ

れるというやり方だけでいいのかなと、若干疑問に思うところではあるので、今回の評価は

これでいいのですけれども、これまでの実績に対してどこかでちゃんとチェックがかかるよ

うな仕組みも別途必要なのではないのかなと。いかがでしょうか。 

○河川調査官 途中の段階でも、それまでの整備効果をお示しすることは必要なことだと思いま

す。今後、気候変動に対応する計画の見直しが出てきます。それぞれ本省の委員会に諮りな

がら進めますので時間がかかりますが、そのような中でもこれまで進めてきたことが評価で

きるように、考えながら進めたいと思います。 

○徳永委員長 税金に対しての説明責任ということで、その辺りもしっかりフォローしていただ

きながら進めていただければと思います。 

  そのほかいかがでしょうか。 

○中野委員 ３件目の雄物川のモニタリング期間延長の根拠について。もう５年間モニタリング

して、どういうところが足りなくて、あと２年間。その２年間というのは、何で２年間なの

かなという部分がちょっとよく分かりませんでしたので、補足していただければと思います。 

○河川環境課長 私からお答え申し上げます。 

  モニタリングの根拠につきましては、それぞれ細かく種によって分けております。現在、雄

物川と玉川のワンド、たまり３か所でこのモニタリングを行っておりますが、資源量の調査

やウシガエル、二枚貝の調査、このようなものそれぞれにつきまして、必要期間を専門家の

ご意見を伺いながら決めております。中でも、今年度以降、ウシガエル、二枚貝の調査とい

うのを、３か所のうち２か所で５年間は少なくとも継続して行わないと、本当のモニタリン

グの効果が判定できないとして、今回５年という意味で２年間の延長をさせていただいてお
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ります。 

○河川調査官 生き物を相手にしておりますので、自然再生事業を行った後、しっかりした環境

調査を行いますが、やはり天候などの関係でデータが多くなったり、少なくなったりという

のが、どうしても起きるのが実態でございます。その辺、先生に見ていただいて、ご意見い

ただき、今回２年ということを言っていただいています。ただ、２年で終わるのかというと、

そうではなく、実はそのほかにも河川環境の調査というのは、河川水辺の国勢調査として、

経年的に５年に１回、様々な調査を行っております。その中で評価することも可能なのです

が、その前にこの事業としては、もう２年ぐらいしっかり具体的な調査を行いたいというの

が、先生からご提案いただいた中身になってございます。今後しっかりそこは見させていた

だいて、例年行っている調査の中で補完できるようであれば、そちらに変わっていくことに

なると思っております。 

○中野委員 よく分かりました。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。よろしいでしょうか。 

  それでは、以上で河川事業の報告を終わりにいたします。 

  審議結果の取りまとめまでの間、４５分まで休憩といたします。 

午後２時４１分 休憩 

午後２時４５分 再開 

○徳永委員長 それでは、再開いたします。 

  本日の結果のまとめにつきまして、事務局からご説明をよろしくお願いします。 

○司会（震災対策調整官） それでは、審議結果のまとめを読み上げさせていただきます。 

  Ｗｅｂの委員の皆様は画面で共有しておりますので、ご確認をお願いします。 

  【審議結果】 

  東北地方整備局事業評価監視委員会は、令和４年度第２回委員会を令和４年１２月１９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）河川事業 再評価 審議結果 

    ●八幡平山系直轄砂防事業 

    ●阿武隈川水系直轄砂防事業 
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     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。 

   ２）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４号 北上拡幅 

    ●一般国道４号 築館バイパス 

    ●一般国道１３号 新庄金山道路 

    ●一般国道１３号 金山道路 

    ●一般国道１３号 真室川雄勝道路 

    ●一般国道１３号 横堀道路 

    ●一般国道４７号 新庄古口道路 

     上記８事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

   ３）港湾事業 再評価 審議結果 

    ●小名浜港国際物流ターミナル整備事業 

     上記１事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

  ２．委員会報告事項について 

   ・再評価報告 

    ○鳴瀬川直轄河川改修事業 

    ○北上川総合水系環境整備事業 

    ○雄物川総合水系環境整備事業 

     上記３事業について、学識者懇談会による再評価の審議結果報告があった。 

  以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  審議結果につきましては、いずれも事業継続の判断妥当ということでまとめております。会

議の中で様々なご意見いただきましたが、そちらにつきましては、議事録に残すということ

で、しっかり受け止めていただいて、今後に生かしていただければと思います。よろしいで

しょうか。 

ありがとうございます。 

  それでは、以上で審議終了です。事務局に進行をお返しいたします。 

 

５．閉 会 午後２時４８分 閉会 


