
 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２６年７月２５日（金曜日） 

    １３：００～１３：４０ 

場 所：東北地方整備局 二日町庁舎（大会議室） 

 



１．開 会 

○司会 ご案内の時刻となりましたので、ただいまから平成２６年度東北地方整備局第１回事業

評価監視委員会を開催いたします。 

  本日は、委員の皆様には大変お忙しい中、またお暑い中、ご出席を賜りましてまことにあり

がとうございます。 

  私は、本日の司会を務めさせていただきます地方事業評価管理官の北村でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  これ以降は着座して進めさせていただきます。 

  報道関係の方にお願いでございます。本日の委員会に関しては、規約上、写真、テレビカメ

ラ等の撮影は冒頭のみとなってございますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、最初に本日の資料の確認をさせていただきます。皆様のお手元に、配付資料一覧

表というものが一番上に載ってございます。委員会の次第等ということで、その下から次第、

その裏側に出席者名簿、そして本日の配席図、その裏側に本日の審議箇所の説明事業位置図

というものになってございます。その下にＡ３横で折り込まれていますけれども、要点事業

一覧表というものが１枚ございます。それから、Ａ４横でクリップでとめられていますが、

資料１から４ということで港湾関係の資料、それから委員会の報告事項ということで資料５

ということで、Ａ３横で資料５－１というものと、その一番下にＡ４横で資料５－２という

ものと、こういった構成になってございます。不足などございませんでしょうか。よろしい

でしょうか。 

  それでは、進めさせていただきます。 

  本日は、成田委員が所用のため欠席でございます。また、竹内委員でございますが、本日は

所用のため急遽欠席という連絡がございましたので、本日は１１名中９名の出席で開催させ

ていただきます。 

  ここで、７月８日付の人事異動により異動になりました整備局の幹部職員を紹介させていた

だきます。 

  縄田局長でございます。 

○局長 縄田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 岡本総務部長でございます。 

○総務部長 岡本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 安邊建政部長でございます。 
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○建政部長 安邊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

 

２．挨 拶 

○司会 初めに、委員会の開催に当たりまして、縄田局長から挨拶を申し上げます。 

○局長 本日は、平成２６年度第１回の事業評価監視委員会ということでございまして、委員の

皆様方には大変お暑い中、そしてご多忙のところお集まりいただきまして、厚く御礼申し上

げます。また、事前に道路、港湾でワーキンググループを開催させていただき、ご参加いた

だいた先生方には重ねて御礼申し上げます。 

  本日は、港湾ワーキングで選ばれた再評価の事業４件、それからさきの７月１５日に岩木川

の河川整備委員会で審議されました河川の再評価の結果のご報告２件ということでございま

す。また、この後、お暑い中ではございますが、新庄河川事務所のほうにご移動いただきま

して、砂防事業の視察をいただけるということでございます。長時間の移動となりますので

大変ご負担になると思いますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。 

  それでは、限られた時間ではございますが、活発なご議論をよろしくお願い申し上げまして

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、報道関係の方にお願い申し上げます。冒頭でも申し上げましたように、これ

以降の写真、テレビカメラ等の撮影はご遠慮願います。ご協力よろしくお願いいたします。 

  では、審議に入らせていただきます。平山委員長にお願いいたします。 

 

３．審 議 

○平山委員長 それでは、ただいまから審議に入らせていただきます。 

  縄田局長様には、当地２度目の赴任というふうにお聞きしておりましたけれども、復興まだ

半ばというところでございますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。我々も頑

張ってやりたいと念願しています。 

  それでは、これから審議に入ります。説明はポイントを押さえて、効率的な議事の進行にご

協力をいただきたいと思います。本日はこの後予定が入っておりますので、よろしくお願い

します。 

  本日は、港湾事業の審議でございます。事業選定ワーキンググループが行われておりますの

で、選定結果と審議のポイントについて、事業選定委員の奥村委員からご説明をお願いいた
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します。 

○奥村委員 ご説明申し上げます。 

  港湾事業に関する審議事業選定ワーキンググループを６月２５日に開催いたしました。間庭

委員、成田委員と私の３名により検討を行いましたので、選定結果についてご報告いたしま

す。 

  選定結果ですが、今回は港湾事業の再評価６事業が対象になっておりましたが、その中で重

点審議事業として青森港本港地区新中央ふ頭整備事業と秋田港外港地区防波堤整備事業の２

事業を選定いたしました。この２事業とも、総事業費が増加していることに加えまして、青

森港では港湾機能の見直しを踏まえて港湾計画を一部変更予定とされていること、それから

秋田港は震災以降のコンテナ貨物等の取扱量が大幅に変化していることなどから、重点審議

事業として扱っていただくということにしたものでございます。 

  ということで、本日は６つのうちの残る４つ、港湾の要点事業の審議となりますので、その

４事業の審議をお願いするということになります。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  それでは、本日は４件の要点事業の審議を行いたいと思います。要点事業は一括説明、一括

審議になっておりますので、一括でご説明をお願いしたいと思います。 

○沿岸域管理官 それでは、港湾事業の再評価についてご説明させていただきます。 

  本日の要点審議事業につきましては、まず要点審議事業一覧表、Ａ３折り畳みの資料でござ

いますけれども、こちらの資料で概括的な説明をさせていただいてから、個別の事業につき

ましては前回評価との相違点などをまとめた資料によりまして、ポイントを絞ってご説明を

させていただきます。 

  まず、要点審議事業一覧表でございます。今回の要点審議対象は、上から青森県の八戸港、

山形県の酒田港、福島県の相馬港と小名浜港の４事業でございます。各事業とも、前回、平

成２３年度に再評価を実施しておりまして、３年経過して継続中の再々評価でございます。 

  一番上の行の事業計画等の変化及び投資効果の変化の欄でございますが、後ほど個別にご説

明いたしますけれども、番号１の八戸港と４番の小名浜港については前回と今回とでいずれ

も変更はございません。 

  前回評価における費用便益比の欄でございますが、要点審議事業のため、前回評価における

Ｂ／Ｃを記載しております。 

  地方公共団体等の意見の欄ですが、４事業とも各県から事業継続について異議はない旨の回
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答をいただいております。 

  最後に、対応方針（原案）につきましては、各事業とも事業継続とさせていただいておりま

す。 

  続きまして、個別の事業につきまして、Ａ４横の資料によりご説明いたします。 

  資料－１をお願いいたします。八戸港八太郎・外港地区防波堤整備事業でございます。 

  １ページ目をお願いします。事業の概要について整理をしております。事業の目的は、港湾

利用企業の物流効率化と避難水域を確保し、海難事故の減少を図るものでございます。昭和

５１年度に事業化をしていまして、全体事業費は１，１６４億円でございます。 

  ２ページ目をお願いいたします。事業の必要性に関する視点についてまとめてございます。

八戸港では、臨海部の立地企業によるニッケル鉱石などのバルク貨物とコンテナ貨物の安定

荷役のため、静穏度を確保するものです。また、沖合を航行する船舶の海難事故の減少に寄

与するものでございます。 

  ３ページをお願いします。前回評価との相違点でございます。事業費の変更は、総額では前

回評価と変更ございません。内訳では、防波堤（第二中央）において建設中の施設の被災復

旧費用による増加と、航路・泊地（水深１４ｍ）におきまして土捨て場の変更による費用の

減少がございます。 

  便益は、前回と変更ございません。 

  前回評価の費用対効果分析は、事業全体が２．１、残事業が４．０でございます。 

  続きまして、資料－２をお願いいたします。酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業で

ございます。 

  １ページ目をお願いします。事業の目的でございますが、港湾利用企業の物流効率化と避難

水域を確保し、海難事故の減少を図るものでございます。昭和５３年度に事業化をしており、

全体事業費は７７７億円でございます。 

  ２ページをお願いします。事業の必要性でございます。酒田港では、バルク輸送船舶の大型

化やコンテナ貨物の増加が見込まれるということで、国際物流ターミナル整備が必要となっ

ております。また、静穏水域を確保して、沖合を航行する船舶の海難事故の減少に寄与する

ものでございます。 

  ３ページ目をお願いします。前回評価との相違点でございますが、事業費の変更は航路・泊

地（－１４ｍ）の浚渫方法の見直しにより、総額で２億円の減少でございます。 

  便益の変更は、輸送便益についてコンテナ貨物が前回８，３００ＴＥＵ余りでございました
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が、今回１万８，０００TEUに増加をしております。これは、背後企業の中国向けサニタリ

ー用品の生産動向を踏まえて見直したものでございます。原塩については、背後企業へのヒ

アリングにより下方修正をしております。 

  費用対効果分析は、事業全体が１．７、残事業が１０．７でございます。 

  続きまして、資料－３、相馬港３号ふ頭地区国際物流ターミナル（耐震）整備事業でござい

ます。 

  １ページ目をお願いします。事業の目的は、港湾利用企業の物流効率化と地震時の緊急物資

輸送の物流拠点を整備するとともに、避難水域を確保し、海難事故の減少を図るもので、昭

和６１年度に事業化をしております。全体事業費は３１０億円でございます。 

  ２ページ目をお願いします。事業の必要性でございますが、相馬港では既存の公共ふ頭の貨

物が混在をしておりまして、また背後企業の発電用の石炭や石炭灰等の効率的な輸送に寄与

するために、新たなふ頭として３号ふ頭を整備するものでございます。また、相馬港には耐

震強化岸壁がないことから、震災時の緊急物資の海上輸送ルートの確保などへの対応を図る

ものでございます。また、避難水域を確保しまして、沖合を航行する船舶の海難事故の減少

に寄与するものでございます。 

  ３ページ目をお願いいたします。前回評価との相違点でございます。まず、事業費の変更に

ついてでございますが、総額で前回評価２９１億円から今回３１０億円に増額をしておりま

す。内訳でございますが、防波堤（沖）と岸壁（－１０ｍ）におきまして建設中施設の被災

復旧費用による増加、及び防波堤（沖）において長周期波対策費用の追加、それから荷役機

械、上屋の計画見直しなどにより変更をしてございます。 

  なお、長周期波とは周期が３０秒から５分の波でございまして、港内で反射を繰り返し、荷

役の障害を引き起こすため、その対策として防波堤の港内側に反射を抑える捨て石堤の整備

を追加しました。これに伴いまして、事業期間について完成予定を平成２７年から３２年に

変更してございます。 

  ４ページをお願いいたします。便益の変更についてでございますが、前回評価では完成自動

車やコンテナなどのユニット系の貨物を３号ふ頭で取り扱うという計画でございましたが、

背後企業が新たに石炭を輸入することとなりまして、石炭などのバルク貨物をふ頭用地が広

い３号ふ頭で扱うこととしたために、今回の便益対象貨物を見直しております。また、耐震

便益につきまして、背後企業の貨物動向を踏まえて見直しをしてございます。 

  ５ページでございます。費用対効果分析ですが、前回評価のものは事業全体で２．０、残事
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業２．５でございますが、今回の事業費の変更、便益の変更を踏まえて試算をしましたとこ

ろ、Ｂ／Ｃは事業全体で２．１、残事業で５．９となりました。 

  最後に、資料－４、小名浜港本港・東港地区防波堤整備事業でございます。 

  １ページ目をお願いします。事業目的は、避難水域を確保して海難事故の減少を図るもので、

昭和６２年度に事業化いたしました。全体事業費は８０６億円でございます。 

  ２ページ目をお願いします。事業の必要性に関する視点でございますが、小名浜港は東京湾

から金華山沖の間で荒天避難に適した数少ない港湾ということで、避難船舶に利用されてお

ります。避難水域をさらに確保して、沖合を航行する船舶の海難事故の減少に寄与するもの

でございます。 

  ３ページ目をお願いします。前回評価との相違点でございますが、事業費及び便益ともに前

回評価と変更はございません。 

  前回評価の費用対効果分析は、事業全体で１．７、残事業で５．４でございました。 

  以上で、４事業の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  要点事業４つでございます。１番目の八戸と最後の小名浜については、前回と状況が変わっ

ていないというところでございます。２つ目の酒田については、事業費がちょっと減ってお

ります。それから、３つ目につきましては、長周期の波の対策の費用が新たに加わって、ふ

頭間で取り扱い貨物の変更がございました。いずれも要点事業として取り扱われております。 

  この４件につきましてご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

○河野委員 内容ではないんですけれども。 

  今回試算したＢ／ＣとかＢ－Ｃは載せないんでしたっけ。資料に載せていないので。何か理

由ありましたか。 

○沿岸域管理官 要点審議事業でございましたので、前回のものということで掲載をしておりま

す。 

○河野委員 試算した場合でも載せないのでしょうか。 

○沿岸域管理官 試算したものについては載せてございません。 

○平山委員長 よろしいですか。資料には載せないというような約束であったと思います。皆さ

んお聞きになっていると思いますが、実際は試算をされているということです。 

  ほかに何かございませんか。 

  私、１ついいですか。酒田と相馬の事業費の中に荷役機械とか上屋の話が出ておりますが、
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どちらかというと、それは港を使う人が負担するような部分ではなかろうかと思うことがあ

りますが、でもガントリークレーンなんかはやっぱり附属のものかなと思ったりするんです

が、どういう場合に国が負担して、どういう場合は利用者に任せるのか、その区別について

御説明下さい。 

○沿岸域管理官 岸壁を使うためには荷役機械がどうしても必要になるということでございます。

岸壁の使われ方、貨物の種類等によりますけれども、コンテナのような不特定多数の荷主さ

んの貨物を扱うような場合、こういった場合には公共的な使われ方だということで、通常は

地方債を発行いたしまして、地方自治体が起債をいたしまして、クレーンの整備などを行っ

てございます。クレーンの使用料でもって起債を償還していくという形で整備することが多

うございます。 

  あと、特定の荷主が専用的に使うような荷役機械については、その企業が整備するというこ

とが多いようでございます。不特定多数の方が使う公共的なものについては地方債の措置に

よりまして自治体が整備をするということをやっております。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  ほかに何かございませんでしょうか。奥村委員。 

○奥村委員 相馬についてなんですけれども、背後のふ頭用地とか、あるいは岸壁の水深と使わ

れ方との関係で振りかえをしたので、扱う荷物が変わったという話があるんですけれども、

その結果この３号ふ頭のところだけで見たら今回の計算の通りなんですが、結果として１号

ふ頭のところで出てくる便益も変わるのではないかと思います。そうすると、評価する時の

空間的な単位として、ふ頭ごとにやるべきなのか、港湾全体でやるべきではなかろうかとい

うことが１つですね。 

  それから、２つ目は同じようなことですが、時間的な単位の話です。３号ふ頭の場合は２ペ

ージ目の計画図を見ると、さらに前方に延ばすという予定もありますので、現在の使われ方

に合わせて機能を振り分けるという考え方ではなくて、むしろ将来にわたってここにこうい

うものを持ってくる、背後地等の関係でこうした方がいいんだというような長期的な計画を

立てた上で今回こういうふうに振り分けるということをしていかないと、将来また何か必要

になったことに合わせて後追い的にやるんだったら、ちょっとムダが多いのではないかと思

うんですけれども。 

  事業をまとめて評価する空間的な範囲と、もう一つは長期的な港の使い方の計画との時間的

な関係について、考え方をお聞かせいただければありがたいんですけれども。 
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○沿岸域管理官 まずは１点目の港全体で評価すべきではないかというお話でございますが、ま

ず昭和６１年度でプロジェクトが事業化されておりますが、この段階で２号ふ頭までは整備

が既に終わっていたというものでございます。そこに新たに３号ふ頭を整備すると。そこの

静穏度を確保するために防波堤を沖合のほうに整備していくという手順で整備を進めてきて

ございます。 

  既存のふ頭については、ちょっとＢ／Ｃ的な考え方でなかなか表現できないんですけれども、

４ページの前回評価との便益の変更のところで、中段の左側の図でございます。これが前回

の考え方で、２号ふ頭では２９万７，０００トン、１号ふ頭では９２万３，０００トンのバ

ルク貨物を扱うという計画でございますが、これを今回右側の図のような形で見直しをしま

した。試みに、２号ふ頭について試算してみますと、前回評価の２９万７，０００トンに対

応する便益は年間で７．２億円ほどが想定されているところでございます。一方、今回評価

の場合ですと、年間の便益が７．６億円ということで発生便益は大体とんとんというレベル

になってございました。１号ふ頭のについては、貨物そのものが増えるということなので、

こちらの方はちょっと試算はしませんでしたが、増えているということで大丈夫かなと考え

ているところでございます。 

○奥村委員 わかりました。右上の全体のところの表の中で、結局バルクの部分が全体として増

えていて、他のユニット、コンテナというのは変わっていないので、結局全体としてたくさ

んのものを扱うように変わったということですね。はい、わかりました。結構です。 

○沿岸域管理官 それと、２点目の将来的な計画も踏まえて利用を考えていくべきだろうという

お話でございますが、港湾の整備、かなり期間もかかるということでございまして、利用の

状況を踏まえながら、先を見通した整備をしていくということだと思います。予算を認めて

いただくに当たりましては、現状の利用の水準ですとか、荷役上の障害ですとか、そういっ

たところをよくチェックした上で事業要求をしております。現状におきましては相馬港はこ

の３号ふ頭を整備して、まずしっかり使っていきながら、将来的に港全体の利用が図られて

いく中で次の沖合の赤い部分の整備に手がけていくのかなということで考えているところで

ございます。 

○平山委員長 いかがですか。 

○奥村委員 わかりました。結構です。 

○平山委員長 よろしいですか。 

  大きな国策というか、日本の代表的な港であれば先まで考えてやるんでしょうけれども、地
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方の港まで全部それをやるわけにはいかないというか、需要に見合って整備を進めていくと

いうのが普通のやり方なのかもしれませんね。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 

  なければ、お諮りをしたいと思いますが、４件とも原案のとおり継続ということでよろしい

でしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございました。それでは、そのようにさせて

いただきます。 

 

４．報 告 

○平山委員長 それでは、次に４番目の報告事項でございます。審議のところが終わりまして、

報告事項の２件に入りたいと思います。 

  一括して簡潔に説明をお願いいたします。 

○河川調査官 河川部でございます。 

  河川事業の委員会審議結果についてご報告したいと思います。 

  資料５－１をおめくりいただきたいと思います。 

  左側、改めてになりますけれども、従前からの河川、ダム事業についての審議の方法につい

て書いております。「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」第６の６というものの中

で、河川整備計画を策定された河川事業、ダム事業については事業評価監視委員会にかわっ

て委員会が設置されているときに、その委員会で審議を行うというふうになっております。

また、「再評価実施要領細目」の中で、その審議結果を事業評価監視委員会に報告するとい

うところでございますので、本日、７月１５日に実施されました岩木川河川整備委員会での

審議結果をご報告させていただくところでございます。 

  資料ちょっとかわりまして、５－２のＡ４の小さいほうでございますけれども、こちらのほ

うを開いていただきたいと思います。 

  今日ご報告いたします２事業についての簡単な概要でございます。岩木川につきましては、

青森県内を流れて津軽平野を縦貫する河川になってございます。津軽ダムにつきましては、

岩木川の上流、西目屋村に今建設中のダムでございます。 

  下のページでございますが、去年の９月の台風１８号で流域の各地で断続的に雨が降り続き

まして、弘前市内では家屋の浸水被害が発生したという状況になっております。 

  こういった中で今回再評価を行ったところでございますが、次をめくっていただきまして、

３ページございますけれども、この岩木川直轄河川改修事業の概要になっております。昨年
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の浸水被害が発生した箇所の堤防の築堤、あるいは計画高水位を超過した区間の堤防整備、

河道掘削、こういったものを中心に進めているところでございます。 

  下のページは、津軽ダム建設事業でございます。これは従前から青森県の管理する目屋ダム

というのがございましたけれども、その直下流に新しくダムを建設するというものでござい

ます。貯水容量３．６倍に確保しまして、治水、利水面での機能強化を果たすという事業で

ございます。 

  こういった２事業につきまして、繰り返しになりますけれども、７月１５日の岩木川河川整

備委員会で審議をしていただいたところでございます。 

  また、資料５－１に戻っていただきたいと思います。右の２ページ目になりますが、今回の

この２事業の再評価でございますが、再評価の審議結果というところに書いてございますけ

れども、該当基準ということで、前回再評価から３年を経たということで再評価を実施して

おります。対応方針につきましては、ともに両事業とも事業継続ということでご審議をいた

だいております。なお、審議の後に県のほうに照会をしまして、青森県知事からは事業の継

続について異存がない、事業の執行に当たっては引き続き一層のコスト縮減に努めるようと

いう意見もいただいたところでございます。 

  なお、この岩木川につきましては、先ほど資料５－２でご紹介しましたけれども、昨年の台

風によって洪水を受けました。それによって、中流部の河川整備を集中的に進めることです。

また、整備スケジュールを前倒ししたということがございまして、便益の変動が予想された

結果、前の事業評価のＢ／Ｃを使うのではなくて、改めてＢ／Ｃを算定したところでござい

ます。その結果がこの２ページのところに書いてあります結果２．９というような値になり

ました。 

  また、津軽ダムにつきましては、社会情勢の変化は特にダムそのものにはないんですけれど

も、平成２８年度の完成を予定しておりますので、再評価という意味では今回が最後の評価

ということになります。そのために前回の結果を適用するのではなくて、最後のＢ／Ｃを算

定したところでございます。その結果はここに記載してありますとおり、２．６ということ

になっております。 

  簡単でございますが、河川事業に係る委員会報告を終わりたいと思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。岩木川の河川改修事業と、それから津軽ダム建設事業

の再評価のご報告でございました。 

  何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。 
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○河野委員 これは費用対効果分析、Ｂ／Ｃは載っているんですけれども、残事業は載せないん

ですか。基本的に再評価なので、残事業Ｂ／Ｃで効率性が見られるので。 

○河川調査官 当然、委員会のほうではお示しをさせていただいて、今回この様式の中になかっ

たので書いていないんですが、ちなみに津軽ダムにつきましては残事業Ｂ／Ｃ１２．７とい

うことで、もう最後なので費用のほうも少ないものですから、大きな値になっております。 

○河野委員 河川改修のほうはいかがですか。 

○河川調査官 河川改修のほうは、残事業Ｂ／Ｃ４．３ということになっております。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。奥村委員、いいですか。大丈夫ですか。 

  それでは、ないようでございますので、報告結果を了承したということにさせていただきま

す。ありがとうございました。 

  それでは、審議の結果の取りまとめを行う間、休憩にしたいと思います。 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 準備ができましたので、審議を再開させていただきます。 

  それでは、読んでいただけますか。 

○司会 皆様のお手元に配らせていただいておりますので、私のほうから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、平成２６年度第１回委員会を平成２６年

７月２５日、東北地方整備局二日町庁舎において開催し、事業実施者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、港湾事業再評価審議結果。八戸港八太郎・外港地区防波堤整備事業。

酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業。相馬港３号ふ頭地区国際物流ターミナル（耐

震）整備事業。小名浜港本港・東港地区防波堤整備事業。以上について、対応方針（原案）

どおり事業継続が妥当である。 

  ２．委員会報告事項について、再評価報告。岩木川直轄河川改修事業。津軽ダム建設事業。

以上について、岩木川河川整備委員会による再評価の審議結果報告があった。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。議事概要、いかがでございましょうか。よろしいです

か。 

  それでは、議事概要、ただいま読み上げていただいたとおり認めていただいたということに
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させていただきます。 

  以上で本日は終わりなんですが、今日は要点事業ということで４事業をご審議いただきまし

たけれども、今年から新たな進め方で一覧表を出して、そして３ページから４ページぐらい

の資料を添付して、改めてＢ／Ｃは計算はしないで従来のものを使わせていただいて、説明

も１件数分というような進め方で始めております。重点事項はまたもう少し詳しくやる予定

でございますが、後ほどまた少し進んだ時点で進め方についてご意見を伺う機会をつくりた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。当面は昨年決めた方向で進め

させていただきたいと思います。 

  それでは、事務局にお返しいたします。 

 

５．閉 会 

○司会 それでは、以上をもちまして平成２６年度第１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、次回委員会は１０月ということで予定してございます。道路事業についての要点と重

点ということで、道路だけの委員会ということを予定してございますので、委員の皆様方に

はご出席いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  本日は大変ありがとうございました。 
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