
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９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２９年７月３１日（月曜日） 

    １３：３０～１５：００ 

場 所：東北地方整備局 仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室） 
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４．審 議 

○奥村委員長 では、これから次第に従いまして審議のほうに入りたいと思います。 

  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ください。 

  では、港湾事業再評価４件の審議を行います。 

  港湾事業につきましては、委員会に先立ちまして事業選定ワーキングが行われております。

その選定結果について、事業選定委員の小笠原委員から説明をお願いいたします。 

○小笠原委員 港湾事業ワーキンググループを６月２７日に開催しましたので、選定結果を報告

いたします。 

  今回の再評価の対象である港湾事業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、また、全体事業のＢ／Ｃや残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえまして、事業計画の

見直しにより事業費が増額している小名浜港国際物流ターミナル整備事業を重点審議事業、

その他３件を要点審議事業に選定しました。 

  以上になります。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、事業担当部のほうから概要説明ののち、重点審議事業について説明をお願いいた

します。 

○工事安全推進官 港湾空港部の奈良と申します。よろしくお願いいたします。 

  お手元にＡ３判の資料をお配りしておりますけれども、その資料－１に基づいて審議案件の

概要を説明させていただきます。 

  審議案件は、上のほうから、小名浜港国際物流ターミナル整備事業、八戸港八太郎・外港地

区防波堤整備事業、秋田港外港地区防波堤整備事業、相馬港３号ふ頭地区国際物流ターミナ

ル（耐震）整備事業、この４件となります。 

  まず、小名浜港国際物流ターミナル整備事業につきましては、新たな貨物需要に対応するた

めに、整備計画の見直し、見直しに伴う事業費、それから、事業期間の変更がございます。

詳細につきましては、この後、担当所長のほうから説明させていただきます。 

  ２番目の八戸港八太郎・外港地区防波堤整備事業につきましては、前回評価と比較をしまし

て、対象施設、全体事業費、それから、輸送コスト削減等の便益の内容には変更ございませ

ん。ただし、事業期間につきましては、平成３０年度から２年間延長となって平成３２年度

に変更になっております。後ほど個別資料により説明させていただきます。 
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  それから、秋田港外港地区防波堤整備事業と相馬港３号ふ頭地区国際物流ターミナル（耐

震）整備事業につきましては、対象施設、全体事業費、便益の内容、事業期間に変更はござ

いません。 

  審議案件の全体の概要説明は以上でございます。 

○小名浜港湾事務所長 引き続きまして、重点審議事業の概要につきまして、小名浜港湾事務所

長の仙﨑から説明をさせていただきます。座って失礼いたします。 

  資料は横長の資料－２をごらんいただきたいと思います。 

  １枚おめくりください。１ページでございます。今回の評価に当たっての主な変更点を３つ

記載しております。 

  １点目でございますけれども、これまで別個の事業として評価をしておりました防波堤整備

事業と国際物流ターミナル整備、これを今回一体で評価したいというふうに考えております。 

  ２点目が、便益の変更でございます。背景として、小名浜港周辺で新規発電所立地が計画さ

れておりまして、それに伴う取扱貨物量の増加が見込まれているという状況がございます。

そして、その貨物量の増大に対応して施設整備内容の見直しを行うために事業費の増加が生

じるというふうなことを今回の見直しで想定しております。 

  では、これらの内容につきまして、資料に沿って説明いたします。 

  ２ページでございます。２つの事業を一体で評価するという部分でございます。 

  ２ページの左下の図をごらんください。オレンジ色の部分の防波堤事業、それから、赤い色

のターミナル事業、これまでそれぞれ別個に評価をしておりました。一方で、これらの事業

は密接な関係を有しているというふうに考えておりまして、今回の提案としては、右側のよ

うに２つの事業を一体で評価をさせていただけないかということでございます。 

  ３ページをごらんください。２つの事業を一体で評価するとした場合の事業の全体像をこの

ページでは整理をしております。 

  ４ページ以降、小名浜港の状況等々についての説明です。 

  ４ページは、小名浜港周辺の企業立地の状況でございまして、こちらにつきましては大きな

変更はございません。 

  ５ページでございますけれども、小名浜港の取扱貨物量の推移ということでございます。震

災で一時落ち込みましたが、それ以降、増加して、高水準で推移しているという状況がござ

います。 

  ６ページは、小名浜港が国際バルク戦略港湾に指定をされております。その国際バルク戦略
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港湾の考え方についての資料でございますが、こちらについて変更はございません。 

  ７ページでございますけれども、小名浜港周辺での火力発電所の新規立地の動向を整理した

ものでございます。福島県の地図の右下のほうが小名浜港でございまして、このうち資料で

いくと赤く色を塗っている部分が２つございます。勿来発電所と広野発電所の２カ所で、Ｉ

ＧＣＣと呼ばれる新しい石炭火力発電の方式による発電所が計画されておりまして、資料の

下にそれぞれスケジュールが記載されているように、平成３２年９月、平成３３年９月に向

けて計画が進められているところでございます。これらの発電所で取り扱う燃料が、小名浜

港を経由して調達されるということで計画されております。 

  ８ページでございます。このターミナル整備事業で大型岸壁等を整備しておりますけれども、

その必要性についてでございます。左のグラフ２つでございますけれども、真ん中のグラフ

は、世界中のバルク貨物船の大型化が進展している状況を整理したものでございます。また、

その下のグラフにつきましては、小名浜港において、船が沖合で待っている滞船という状況

を整理したものです。小名浜港では、震災以降も引き続き高いレベルで滞船が生じていると

いう状況でございます。こういった状況から、やはり船舶の大型化に対応したターミナルの

整備が必要というふうに考えております。 

  ９ページでございます。上段は耐震強化岸壁の必要性というところです。それから、下段に

つきましては、避泊水域の必要性を整理しております。 

  １０ページでございます。小名浜港を取り巻く状況を踏まえまして、事業評価の見直しを行

った内容につきまして、こちらのページから説明させていただきます。 

  左下のグラフをごらんいただきますと、このうち、平成３１年から３３年に拡大している赤

い部分があると思います。こちらが今回の事業で取り扱うこととしている東港で取り扱う石

炭の見込みを示しております。大きく増えているのが、このグラフの右に書いてあるＩＧＣ

Ｃ関連と書いてある部分ですけれども、輸入３６０万トン、輸出１８０万トンと書いており

ます。このうち外国から入ってくる輸入の部分３６０万トンが、船舶の大型化等による効率

化の対象貨物と考えておりまして、今回の評価に当たってもその貨物の増加に伴う見直しを

行っております。具体的に変更が出てくるところとしては、上の表でいきますと輸送便益の

船舶の大型化による輸送効率化の小名浜港の部分、それから、滞船の解消として石炭輸送船

の部分、それから、耐震便益の部分にこれらの貨物が増えることによる効果が反映されてお

ります。 

  １１ページでございますけれども、この貨物の増大につきましては、現在行っている整備内
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容だけではちょっと対応し切れませんので、整備内容の見直しも行いたいということで、そ

の内容の説明でございます。 

  １１ページの下のほうに概念図を記載しておりますけれども、現在整備している岸壁を延伸

しまして、延伸した延長のもとで下の漫画にあるような青い９万トン級の船を２隻同時接岸

するような運用も含めて行うことによりまして、新たな貨物需要に対応していきたいという

ふうに考えております。こういった対応をするために必要な整備内容の見直しということで、

事業費としては２４４億円の増。その内訳については、１１ページの表のとおりとなってお

ります。 

  それから、１２ページでございます。これらの対応ということなんですけど、事業期間につ

いての考え方でございます。 

  まず、防波堤整備事業については、これまでどおり平成４０年までということで変更なしで

考えておりますけれども、今回の岸壁等々の対応につきまして、新たに対応が必要になって

まいりますので、このバーチャートに記載しているような赤字の部分が今回新しく対応する

部分と考えております。これまでのターミナルにつきましては青字の部分で示しております。

こちらにつきましては３０年度までということを想定しておりましたけれど、新しく対応す

る部分については３２年度までということで考えております。 

  以上を勘案して、費用便益分析を行った結果が１２ページの下でございます。事業全体でＢ

／Ｃ１．７、残事業で６．５というふうに算定しております。 

  それから、１３ページ、１４ページはＢ／Ｃの分析の感度分析の結果で、１３ページが前回

事業、１４ページが残事業についてのものとなります。 

  １５ページでございますけれども、６．コスト縮減の部分です。防波堤の整備に当たりまし

て、近隣の工場で発生する産業副産物の銅スラグを活用することによりまして、防波堤のコ

スト縮減を図っているところです。 

  ７．地方公共団体等からの意見ということで、当該事業の推進をこれらの団体等から要望を

いただいております。 

  以上を踏まえた今後の対応方針として、原案としては、事業継続というふうに考えておりま

す。その理由については記載のとおりでございます。 

  説明は以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、今の事業について審議をお願いします。ただいまの説明に対してご意見、ご質問
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あるでしょうか。 

○河野委員 残事業のＢ／Ｃが、防波堤５．４ということでかなり高いのですが、この事業は平

成４０年度までかかるということなんですけど、これはもう少し前倒しは不可能なんですか。 

○小名浜港湾事務所長 今回、２つ合わせての評価となっておりまして、右下のターミナル整備

事業としての評価については、まとめて評価したものになっております。防波堤の整備の期

限については、１２ページの上の③に記載しているように、平成４０年度までということで

変更は考えておらないのですけれども、やはり事業を進捗させていくと、どうしても残事業

Ｂ／ＣのＣの部分がやっぱり小さくなるので、分母が小さくなることによって、ちょっとこ

この数字上大きくなっているという部分が出てきているのかなというふうに考えております。 

○奥村委員長 よろしいですか。 

○河野委員 あともう１個いいですか。 

  少しだけ話変わるんですが、２ページのところで、青いハッチがかかっているところですね。

当該事業の影響施設を評価単位とすべきと書いてあるんですが、これはちょっと気になる文

章で、本来は、相乗効果を考慮するのは当然なんですけれども、評価単位は各プロジェクト

で全然構わないんです。なので、当該事業の影響施設を考慮して、相乗効果を考慮の上、プ

ロジェクトごとに評価すべきであって、評価単位を１個にする必要は全くないんです。２つ

別々に評価すべきというのは、一緒に足し算してＢ／Ｃで１を超えるからやりましょうとな

ったときに、中身を見てみたら、片方のプロジェクトはＢ／Ｃが１を割るというようなこと

もあり得るので、１個の単位にしてしまうのではなくて、片方ずつやるべきだと。それで、

相乗効果を考えるとこうなるという形で表記すべきだと思います。 

  資料－１の概要に、ターミナル５．４、防波堤５．４と書いていますけど、これらはそれぞ

れ相乗効果を入れたものですか。それとも入れずに書いているんですか。 

○小名浜港湾事務所長 相乗効果については入っておりません。 

○河野委員 入ってないんですか。それで、６．５のほうには入っているわけですね。 

○小名浜港湾事務所長 そうですね。一体として評価をしているという意味では。 

○河野委員 相乗効果でターミナルのほうに書いて、防波堤のほうにも相乗効果を入れては書け

ないんですか。計算してますよね。本来はそうすべきだと思うんですが。 

○港湾空港部長 港湾空港部長の中島でございます。 

  事業の評価につきましては、従前の２つの事業と今回の事業の便益の考え方は基本的に同じ

でございます。ですから、相乗効果というか、効果については特に一緒にしたから何か大き
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く見ているとかということではございません。ただ、極めて近接した事業で、特に防波堤に

囲まれた中で事業を実施するということで、できるだけわかりやすいくくりで今回評価をし

ようということで、２つの事業を合わせて１つの事業として評価するという形での整理をさ

せていただいているものでございますので、今回２つの事業を一緒にしたから、特にその相

乗効果として便益を追加的に見ているということはございません。そういう整理の仕方をさ

せていただきました。 

○河野委員 もしそうだとすると、一つずつやったほうがいいですね。相乗効果を全く考慮しな

いのに、岸壁と防波堤を一緒にやる理由はないですね。 

○奥村委員長 先ほどの説明だと、防波堤による避泊の便益を評価するときに、対象の船は岸壁

のサイズが変わってくることから、その新しい岸壁に見合った大きさの船がそこで待つよう

になる、という計算をしているはずです。言い方を変えると、岸壁のほうを変えたから、そ

ういう立派な船が入るようになってくるんだとすると、相乗効果だとも言えなくもないんで

すけど、現象としては、波待ちをするという瞬間と岸壁でとまっている瞬間は違う瞬間だか

ら、ダブルにカウントしていることにはならない。ただ、船の種類などの想定をそろえたと、

私は理解してたんですけど。 

○河野委員 要は、相乗効果あるということですよね。 

○奥村委員長 それは相乗効果と言ってもいいと思います。 

○河野委員 相乗効果があるという意味で、片方の事業を行うという前提でもう片方を実施する

という判断をすること自体はオーケーなんですが。 

○港湾空港部長 今、委員長からご説明いただいたように、事業評価をするときに、前提なり、

計画の中身が変わったときに連携して全体の前提をそろえているという意味では、そういう

事業の整合性を図るという意味で、相乗効果というか、お互いの事業がきちんと整合とれた

形で一体的に評価をしようというものでございます。 

○河野委員 それで結構なんですけども、その場合、この事業は何の問題もないんですけれども、

例えば３つプロジェクトがあって、一緒にやったらベネフィット、Ｂ／Ｃは大きくなるけれ

ども、１つだけを見てみるとＢ／Ｃが１を割っていたら、そのプロジェクトは実施してはい

けないので、やっぱりプロジェクトごとのＢ／Ｃは見えるようにしておかないとだめなんで

すよ。ただ、その計算も、Ｂ／Ｃが１を割ってしまうものについては、相乗効果をちゃんと

考慮した上でもＢ／Ｃが１を割ってしまうのかどうかということはチェックしてないといけ

ないということになります。なので、それもあわせて今後、そういうふうにプロジェクト評
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価ができるように枠組みをつくっておいていただきたいというふうに思います。 

○奥村委員長 ありがとうございます。 

  そのほかどうでしょうか。 

○黒沢委員 前回の評価か、もしくは別の機会かもしれませんが、そのときにもご意見申し上げ

ましたし、ほかの委員からも意見出たと思うんですが、小名浜港は、かなり石炭に依存した

港湾になっていますし、今回のこの整備というのも、石炭の取り扱いに関してかなり拡充す

る計画になっています。 

  １０ページの小名浜港の石炭取扱量というのが、平成３３年までに急増するような計画とな

っているんですけれども、ほとんどの先進国というのは、もう脱石炭路線に転換してますし、

ＯＥＣＤ加盟国の中で転換してないのは、もしかしたら日本だけかもしれません。それから、

ＣＯ２の削減に関する協定なんかも、日本はこれから守っていかなければならない状況にあり

ます。そういう中で、この１０ページにあるような石炭の取扱量というのが、そのまま実現

するのか、かなり不透明だと思います。来年は大丈夫かもしれませんが、５年、１０年後、

政策判断によって石炭の取扱量というのが急減する可能性もありますし、日本としては続け

たくても国際的な取り決めの中でできなくなるかもしれません。そういうことを考えると、

この石炭ばかりに頼ったような港湾整備というのは、かなりリスクがあるんじゃないかと。 

  大型の港湾整備をするというのは非常に重要だとは思うんですけれども、地域経済に。石炭

が取り扱えなくなった、あるいは計画どおり急増するということがなくなったときにどうす

るかというのをきちんと計画に入れるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○小名浜港湾事務所長 まず、石炭の長期の取り扱いの見通しというところなんですけれども、

我が国のエネルギー政策全体を見ている資源エネルギー庁とかそういうところですと、全体

としてそんなに石炭が増えていくというふうなトレンドにはなっておりません。ただ、小名

浜港については、国際バルク戦略港湾として、より石炭をしっかり取り扱えるようにという

ことでの整理がされておりますし、その周辺で具体的な発電所の立地が計画されておって、

それに対応した計画となっているということです。 

  その周辺の発電所の計画で、今回新しく話を出させていただいたＩＧＣＣについては、石炭

火力発電の温暖化とかそういった課題があるというところの中で、従来の石炭火力発電より

も高効率なものを導入しておりますので、同じＣＯ２の排出量でも、より多くのエネルギーが

取り出せるような形になっておりますので、石炭の使用量は確かに余り拡大していかないの

かもしれないけれども、その中で 大限エネルギーを取り出すような取り組みというのが、
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これからも続いていくのかなというふうに考えております。 

  ただ、先生がおっしゃるように、本当のもっと長いスパンで見たときにどうなのかというと

ころは、需要の動向に応じて変化していくというのはどのプロジェクトでも起こり得る話で

ございますので、我々もしっかり注視しながら取り組んでいければと思っております。 

○黒沢委員 これも前回議論したことではあるんですけれども、石炭、ＩＧＣＣが非常に高効率

だというのはそのとおりで、今までの石炭火力に比べて数割から２倍近い発電効率なんです

けれども、今までよりかなり改善されたというだけであって、結局ほかのガス等の火力と比

べても倍以上のＣＯ２を出しています。それから、石炭の量は、確かに増えはしないんですけ

れども、減らさないという選択をしている国自体が非常に少ない。そういう状況でいつまで

日本が許されるかということがあるかと思います。 

  そういった意味で、かなりリスクは高いと思いますし、新しいＩＧＣＣの火力ができて、そ

れを閉鎖するということはないかもしれませんけれども、それ以前につくられたものという

のが軒並み閉鎖に追い込まれる可能性というのは十分あると思います。そうなったときに、

この小名浜港の今回の整備というのが本当に必要だったかということが後で検証されたとき

に困らないように、ちゃんと青写真というのを掲げて、計画を本来つくるべきだったかなと

思います。 

  それで、今回の中にもそういったことというのがいまだ入っていませんし、これから、何か

あれば転換すると言われても、どういうふうに転換できるのかというのがわかりません。 

  こういった資料というのは表に出ますので、一般の人にもわかりやすく、もし石炭が計画ど

おり扱えないときに、どういった価値を発揮できるのか。いわゆる座礁資産にならないとい

うことをちゃんと明瞭に示さないと、かなり後でいろいろな意見というのは出てくるんじゃ

ないかと思います。 

  ちょっとまとまりませんが、できたら次に再評価するときまでには、きちんとそういったと

ころが見えるようにしていただければと思います。 

○小名浜港湾事務所長 ご意見ありがとうございました。 

○奥村委員長 そのほかいかがでしょう。 

  今の話は、ある程度はさっきの資料にあるんですね。国全体として、国際バルク戦略港湾と

いう形で新しいものをここのところにまとめて、ほかのところを先に置き換えをしながら、

ここの比較的効率のいいところを 後まで残して使いたいという国の考え方は一応あるとい

うふうには説明されているんだとは思うんですね。ただ、これも私自身もこの前申し上げま
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したように、もっと長い目で見ると、港湾のライフサイクルのほうが多分このエネルギー戦

略のライフサイクルよりももっと長いので、どういうふうに使っていくかということを、今

の状況だけで判断するのではなくて、もう少し長期の視野で見ておいたほうがいいという部

分もあるでしょうということですね。ありがとうございます。 

  そのほかいかがですか。 

  では、ないようでしたら、この件につきまして、原案どおり継続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けど、よろしいでしょうか。(「はい」の声あり)ありがとう

ございます。 

  では、次は要点事業の審議に移りますが、３件ですね。事業担当部から一括で説明をお願い

します。 

○工事安全推進官 それでは、要点審議事業３件について、前回評価からの変更点を中心に説明

させていただきます。 

  初に、八戸港八太郎・外港地区防波堤整備事業の説明であります。資料３－１をお願いい

たします。 

  １ページから２ページ目にかけまして事業概要、それから、利用状況について整理しており

ます。 

  ３ページ目は、事業の必要性に関する視点を整理しております。大きく２点ありまして、貨

物船の安全かつ効率的な荷役のための港内静穏度向上、それから、沖合航行船舶の避泊が可

能となるよう静穏水域を確保する必要がございます。左下の写真ですけれども、荒天時にこ

れは撮影したものです。防波堤整備効果により港内が静穏な状況になっていることが確認で

きるかと思います。右下の写真につきましては、港内に避泊している船舶の状況を撮影した

ものです。事業進捗により、一部効果が発現していることが確認できます。期待する効果が

発現できるように、引き続き整備が必要と考えているところです。 

  ４ページ目から５ページ目にかけて、前回評価との相違点を整理しております。 

  ５ページ目をお願いします。事業期間の変更について、理由を整理しております。左の写真

の青で着色している箇所ですけれども、航路・泊地の整備未了区域となっております。当該

区域の施工により発生する浚渫土砂なのですが、黄色の点線で示しておりますけれども、別

件工事により整備する護岸内で処理する計画となっております。当初計画においては、平成

２７年度末に護岸が完成する見込みでしたけれども、台風の影響で被災し、その後、構造を

見直したことによりまして、完成時期が２年延長されております。このため、当該事業の完
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成時期を２年間延長するものです。 

  今回の評価におけるＢ／Ｃですけれども、事業全体で２．０、前々回評価時２．１から変化

しているのは、デフレーターを考慮した現在価値価額において、費用の増加比率より便益増

加比率が小さいことが要因となっております。一方、残事業Ｂ／Ｃ８．２ですけれども、

前々回評価４．０から変化しているのは、前回評価以降の事業進捗により総費用Ｃが減少し

ていることが要因となっているところです。 

  ６ページから７ページ目につきましては、Ｂ／Ｃの感度分析となります。 

  ８ページ目は、事業の見通しやコスト縮減等を整理しております。対応方針につきましては、

記載した理由により事業継続として提案させていただきます。 

  続きまして、秋田港外港地区防波堤整備事業の説明となります。資料３－２をお願いいたし

ます。 

  １ページ目をお願いします。当該港湾で行っている２事業について、便益につきまして密接

な関係性を有していることを理由に一体化することとしております。 

  ２ページ目から３ページ目にかけましては、事業概要、利用状況について整理しております。 

  ４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を整理しております。大きく２

点ありまして、貨物船の安全かつ効率的な荷役のための港内静穏度向上。また、秋田県沿岸

地域等への完成自動車輸送について、陸上輸送ルートにかわる代替輸送ルートが求められて

いるところでございます。 

  左下の写真ですけれども、これは荒天時に撮影したものです。防波堤整備計画延長１，４０

０ｍに対しまして、現状で約１，０９０ｍ整備されておりますけれども、静穏度が十分でな

いため貨物船が接岸できない状況となっております。これにつきましても、期待する効果が

発現するよう引き続き整備が必要と考えているところでございます。 

  右の図ですけれども、完成自動車の現在輸送ルートと代替輸送ルートを示したものでござい

ます。当該事業により、九州地方等で生産された完成自動車の海上輸送が可能となりまして、

輸送コストの削減、輸送時の損傷リスク等が低減されることとなります。 

  続きまして５ページ目をお願いいたします。今回評価におけるＢ／Ｃですけれども、旧ター

ミナル事業と旧防波堤事業を統合して算定いたしました結果、事業全体で２．０、残事業が

２．９となっております。 

  ６ページ目から７ページ目につきましては、感度分析の結果を整理しております。 

  ８ページ目をお願いいたします。対応方針につきましては、事業継続として提案させていた
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だきます。 

  後に、相馬港３号ふ頭地区国際物流ターミナル（耐震）整備事業の説明となります。資料

３－３をお願いいたします。 

  １ページ目から２ページ目にかけまして事業概要、それから、利用状況について整理してあ

ります。 

  ３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を整理しております。大きく２

点ございまして、効率的な物流のため貨物のすみ分けを行う。また、大規模地震に対応する

海上輸送ルートの確保が必要となっております。 

  左の図面につきましては、現在の利用状況でございます。１号ふ頭、それから２号ふ頭が供

用され、さまざまな貨物が取り扱われている状況において、今度新たに火力発電所が運転開

始予定となっており、大量の石炭やチップが取り扱われることが見込まれているところでご

ざいます。ふ頭間の横持ち輸送等により非効率な輸送となる可能性があるところです。右の

図面に示しているように、当該事業による貨物のすみ分けによって、効率的な輸送を実現す

るものでございます。 

  下の写真ですけれども、東日本大震災の際、相馬港では耐震強化岸壁が整備されていなかっ

たことから岸壁が損傷し、物流機能が停止したところでございます。当該事業によって、発

災後、緊急物資や一般貨物の取り扱いが可能となりまして、市民生活や事業活動を支えるこ

とが可能となるところです。 

  ４ページ目をお願いいたします。今回評価におけるＢ／Ｃですけれども、事業全体で２．０。

一方、残事業Ｂ／Ｃは６．９。前々回評価２．５から変化しているのは、事業進捗によりま

して総費用のＣが減少したことが要因になっているところでございます。 

  ５ページ目から６ページ目につきましては、Ｂ／Ｃの感度分析を整理したものでございます。 

  ７ページ目をお願いいたします。対応方針につきましては、事業継続として提案させていた

だきます。 

  説明は以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  それでは、今の３件につきまして一括で審議をお願いするのですが、ただいまの説明で質問

ありますしょうか。 

○遠藤委員 遠藤です。ちょっと細かな話になるんですけれども、例えば今の説明で７ページ目

の６．コスト縮減というところで、銅スラグを使用することにより断面幅を縮小しコスト縮
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減を図っている。こういうことをやると、縮減できるとは思うんですけれども、ただ、全体

的に見ると余り大きな値にはならないということなんでしょうか。評価のＢ／Ｃにどの程度

影響を及ぼすか、余り及ぼさないか、その辺を教えていただきたい。 

○工事安全推進官 相馬港ですね。 

  相馬港につきましては、コスト縮減は約５，０００万。ですから、先生おっしゃるとおりち

ょっと小さい額ではあります。 

○遠藤委員 銅の精錬所が近くにあるんですか。それとも、遠くから運んでくるんですか。 

○工事安全推進官 小名浜精錬所からです。 

○遠藤委員 小名浜から。 

○工事安全推進官 はい。 

○遠藤委員 わかりました。ありがとうございます。 

  それから、例えば水深１０ｍといった場合、これは平均海面から１０ｍなんでしょうか。そ

れとも一番下がったとき、干潮のときでも１０ｍ確保できるという意味なんでしょうか。ど

ちらなんでしょう。 

○工事安全推進官 干潮です。 

○遠藤委員 そうすると、その１０ｍの水深では、喫水が何ｍの船まで大丈夫なのかという細か

い話を教えてもらえませんか。 

○港湾空港部長 一般的にはですね、約１割の余裕水深を見て船が入れるようになっていますの

で、大体その１０ｍの水深の岸壁であれば、大体、喫水９ｍ強の船まで安全に入れることに

なります。 

○遠藤委員 泊地についても、そういう意味で停泊できる船の今の積荷との間で喫水が幾らあっ

たから大丈夫だよという話になるんですね。 

○工事安全推進官 そうですね。 

○遠藤委員 ありがとうございました。 

○奥村委員長 そのほか。 

○北林委員 遠藤先生の話に戻りますが、八戸港、秋田港、相馬港それぞれのコスト縮減の代替

案で、砂が亜鉛鉱滓になったり、砕石になったり、銅の精錬過程で発生するスラグになって

いますが、これは多分それぞれの港の近くでこういうものが発生するので、砂にかえて使う

ということだと思います。ただ、どれもこれもみんな 初のプランが砂を入れることになっ

ていますね。この砂はどこから持ってくる予定だったのかわかりませんが、私の覚えている
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限りでは、ケーソンの中詰めは砂が基本的なスタンスですね。でも、事前に代替の物が近く

にあることがわかっていれば、当初から計画すべきではないかと思います。とにかく「ケー

ソンといえば砂だ」ということで積算すれば、代替で必ずコスト縮減になりますよね。近く

にあったのでそれに替えると言えば。もう少し計画的な当初予算のプランニングができない

ものでしょうか。 

○工事安全推進官 確かに先生おっしゃるとおり、当初、中詰材は砂で計画されております。 

  ただ、各地元から排出されるそのスラグなどですが、スラグが出たからといってすぐ使える

わけではなくて、発生材の有効活用につきましては、環境に悪影響がないとか、しっかりそ

のケーソンに必要な、単位体積重量というのですけれども、そういった重量が砂よりいいも

のであるかどうか、そういったいろいろな検討をしてから使うことになりますので、すぐそ

の物があるからといって港湾の中詰材として使えるかというとそうではなくて、それがクリ

アになった段階で初めて、中詰材として使っているというのが現状でございます。 

○港湾空港部長 補足します。 

  ご指摘ありましたように、以前から整備しているものは、当初そういう砂を前提としてして

いたりするんですけど、 近、ご指摘のように新しく計画する段階においては、砂がいいの

か、石がいいのか、それとも地元でとれるような再生材がいいのかと比較検討して、 初の

事業採択の段階からそういう比較検討する努力をしてきております。 

○北林委員 わかりました。検討した結果であればよろしいんですが、積算は基本的に砂に決め

ているということでは、やはりよくないと思いましたので確認しました。ありがとうござい

ました。 

○奥村委員長 そのほかありますでしょうか。 

  では、ないようですので、この３つについても継続という対応方針案を認めるということで

よろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

  それでは次に、河川再評価の報告事項３件になりますが、まず一括でご説明をお願いいたし

ます。 

○河川調査官 河川部河川調査官の平野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  河川事業に関する報告事項３点ご報告させていただきます。資料５－１と５－２を使ってご

説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  まず、資料５－１、１ページ目でございます。３件ございまして、黒字で書いておりますの

が河川改修事業、雄物川直轄河川改修事業〔再評価〕です。赤字で書いてある２番、３番が
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ダム建設事業です。成瀬ダム建設事業〔再評価〕、鳥海ダム建設事業〔再評価〕でございま

す。 

  ２ページ目でございます。雄物川直轄河川改修事業と、２番目、成瀬ダム建設事業につきま

しては、雄物川水系河川整備学識者懇談会にてご審議いただきまして、今日ご報告というと

ころでございます。鳥海ダム建設事業につきましては、子吉川水系河川整備学識者懇談会に

おきましてご審議いただきまして、今日ご報告というところでございます。それぞれ中身の

ご説明は、資料５－２のほうでさせていただきたいと思います。 

  資料５－２でございます。まず１つ目の雄物川直轄河川改修事業でございます。 

  黄色の箱書きでございますけれども、雄物川につきましては、過去に昭和２２年の洪水等に

より甚大な被害が発生しているところでございました。近年におきましても平成１９年や平

成２３年に洪水により被害が発生しております。平成２６年度に策定した河川整備計画にお

きましては、「昭和以降に発生した代表的洪水と同規模の洪水に対して、外水氾濫による浸

水被害の軽減を図る」ことを整備の目標としているところでございます。 

  事業箇所は秋田県秋田市、大仙市、横手市、湯沢市、羽後町、事業期間は平成２５年度から

平成５４年度まで、事業費は、約１，０８０億円の事業計画でございます。 

  事業の効果につきましては、真ん中下のほうに棒グラフがございますけれども、下に書いて

あります整備計画策定時の河道と整備計画完了時の河道について、整備計画流量を流した場

合の効果で浸水世帯数を比較しますと、浸水世帯数でいえば、整備計画策定時点では約１万

４，６００戸の浸水のところ、事業実施後はゼロになるというような事業でございます。 

  事業の進捗でございますが、円グラフにございますように、事業費ベースでは１６．７％の

進捗でございます。Ｂ／Ｃは３．９でございます。 

  続きまして２ページ目の成瀬ダム建設事業でございます。 

  黄色の箱書きでございますが、成瀬ダムは、「洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんが

い用水の補給、水道用水の供給、発電」を目的とした多目的ダムでございます。平成９年度

に建設事業に着手し、現在は付替道路及び工事用道路等の関連工事を実施しております。 

  整備期間は昭和５８年度から平成３６年度まで、事業費は約１，５３０億円の事業でござい

ます。 

  事業の効果といたしましては、河川整備基本方針規模の洪水が発生した場合、成瀬ダムの完

成によりまして浸水面積は約３００ヘクタール、浸水範囲の 大孤立者数は、避難率４０％

の場合で約９７０人の軽減が期待されるところでございます。 
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  事業の進捗につきまして、事業費ベースでは、円グラフにございますように、約３０％とい

うところでございます。Ｂ／Ｃは１．３でございます。 

  ３ページ目、お願いいたします。３番目の鳥海ダム建設事業でございます。 

  黄色の箱書きでございますが、鳥海ダムは、「洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用

水の供給」を目的とした多目的ダムです。現在、ダム本体の実施設計に向けまして、測量、

水理水文調査、環境調査、地質調査、用地調査等を実施しております。 

  事業の実施場所は、秋田県由利本荘市でございます。 

  整備期間は、平成５年度から平成４０年度まで。事業費は約８６３億円の事業でございます。 

  ダムの諸元につきましては、先ほど成瀬ダムで触れ忘れましたけれども、成瀬ダムも鳥海ダ

ムも、ダムの型式としては台形ＣＳＧダムという現地の材料を活用するダムでございます。 

  事業効果としまして、下に書いてございますけれども、河川整備基本方針規模の洪水が発生

した場合、鳥海ダムの完成によりまして浸水面積は約２６９ヘクタール、浸水区域内の要配

慮者数は約１７％、５２４人、死者数は、避難率４０％の場合で約１６％の軽減が期待され

るところでございます。 

  事業の進捗は、円グラフにございますように、事業費ベースで約１４％でございます。Ｂ／

Ｃは１．６の事業でございます。 

  あわせまして、今回、今日ご報告いたしました雄物川水系で、大変大きな出水が７月２２日

にありましたので、情報ということで、参考資料を一通り綴じております。Ａ４判の平成２

９年７月２２日出水（梅雨前線）の概要という資料を使いまして、ご説明させていただきた

いと思います。 

  雄物川におきましては、７月２２日から２３日の豪雨で、堤防整備途上の中流部を中心に被

害が集中したところでございます。現在、再度災害防止ないし軽減するための現地調査や検

討を鋭意実施しているところでございます。 

  今回の雨の概要などにつきまして申し上げますと、１ページ目でございますけれども、ここ

に累加雨量レーダーの図がございますが、今回の雨は、雄物川の中流部と支川の玉川の周辺

に非常に強い雨が集中したところでございまして、玉川ダムでは大きな効果を発揮したとこ

ろでございます。 

  １５ページにございますけれども、仮定を幾つか置いた上ではございますけれども、玉川ダ

ムとその下流にあります鎧畑ダムで洪水調節調査をしております。玉川ダムがなかった場合、

長野という玉川の地点で約２００ヘクタールの浸水が想定されたところですが、ダムの洪水
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調節により浸水が防げたのではないかと考えられます。秋田新幹線等がある地域でそういう

ことが起こり得たのを防いだのではないかというところでございます。 

  今回、ご報告案件にあります成瀬ダムの流域では余り雨が降っていないところではございま

したが、今後どこで雨が降るかわかりませんので、成瀬ダムも着実に推進していく必要があ

るというところでございます。 

  また、鳥海ダムがあります子吉川につきましては、幸い今回、洪水による溢水などの被害は

生じておりませんが、避難判断水位という要配慮者が避難を開始する目安の水位までは達し

ており、氾濫の危険性はございました。ダムの上流域では、観測所で３００ミリを超す雨が

降っているところもございましたので、鳥海ダムが完成していれば、水位を相当程度低下さ

せることができたのではないかと想定されるところでございます。 

  大変駆け足でございますが、説明は以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明に対してご質問はあるでしょうか。 

○小野委員 近のニュース、報道などでも見られますように、大変多くのこういう水害が発生

しています。雄物川の改修事業では大変大きな効果が出ているわけですが、整備する場所は

優先順位があると思うのですが、それは何か、これ以上であれば危ないからとかそういう基

準でご判断されているんでしょうか。 

○河川調査官 整備の手順ということで申し上げますと、資料５－２の１ページ目にございます

けれども、今後の事業スケジュールは、おおむね３０年間の事業整備の計画を立てておりま

すが、今回被害の大きかった中流部で無堤の地区がたくさんございまして、そこで浸水が多

かったところでございます。まず、前期整備、桃色で色塗りしてありますけれども、当面の

整備としまして、まずはこちらで昭和６２年の洪水規模レベルには堤防整備をまず進めてい

こうというところで、この中流部の被害軽減から図っていこうというところでございます。 

  画一的、一律に全水系同じようなそういう整備順番とか、そういう基準があるというわけで

はございませんけれども、こちらにつきましては、今申し上げました整備改修手順でやって

いこうということで計画されているところでございます。 

○小野委員 ありがとうございます。 

○奥村委員長 そのほかありますか。 

○小笠原委員 今回の大雨で浸水した範囲というのは、事業効果のところで整備されると浸水世

帯数が減るというようなところと、かなり一致している状況なんでしょうか。 
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○河川調査官 今年、この７月にございました雨と、この整備計画で想定されている流量とで申

し上げますと、まだ今回の洪水の検証というか、調査をしているところでございまして、ち

ょっと比較できないのですけれども、その辺、当然視点として見ていきたいと、必要だとい

うふうには考えております。 

○遠藤委員 直接は関係ないのかもしれませんが、例えば、鳥海ダムとかこの成瀬ダムをつくっ

ているんでしょうけど、今、大仙市で降ったような規模の雨が、もしそういうところに降っ

た場合でも、今のダムの諸元で下流は大丈夫なんでしょうか。 

○河川調査官 このダムのような大規模洪水調節施設と河道の整備と両方あわせてどういう整備

でやっていくのが適切かという判断もされた上で、それぞれの事業をやっているところでご

ざいます。 

  先ほど申し上げましたとおり、雨の降り方ですね。場所によって雨の降り方、降水量などに

よっても状況等は変わってきます。なので、一概には申し上げられないというところではご

ざいます。 

  ただ、今回の降った雨の規模などが、今申しましたような整備、雄物川でいえば河川整備計

画とどのような対応状況にあるかというのは、繰り返しになりますけれど、見てまいりたい

というふうには思っております。 

○遠藤委員 できればもう一つ教えていただきたいのですが。成瀬ダムと鳥海ダムを見ると、型

式は台形ＣＳＧダムと書いてあるんですけれども、例えば、玉川ダムはコンクリートですよ

ね。そうなると何かあった場合にかさ上げしようかとなった場合、私は簡単にできそうな気

がするんですけれども、このＣＳＧダムで、もし将来、かさ上げしようかとか、何か手を加

えようかといった場合に、中側が弱くて、外側だけ強度の高い材料だとかさ上げなどやりづ

らいんじゃないかなと思うんですが、将来そういう考えはないということなんですか。 

  さらに言うと、コンクリートダムをつくらなかったのは、岩盤が弱かったからなんですか。

それとも安かったからなんでしょうか。 

○河川調査官 まず１つ目のご質問でございますけれども、まずは今現在、これから建設すると

ころで、あらかじめかさ上げを想定してとか、改築を想定してつくっているところではござ

いませんということと、あと、これまで台形ＣＳＧダムでかさ上げした事例は今のところご

ざいません。申しわけありませんが今ご報告できるのはそこまででございます。 

  もう一つ、今回、成瀬ダムなり鳥海ダムでございますけれども、成瀬ダムにつきましては、

もともとロックフィルダムという大きな石を積んでいくダムで、もともと基礎地盤の余りよ
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くないところでもできるような、かつ大きな石がとりやすいところで比較的選択されやすい

型式でございます。今回、コストなどを勘案した結果、また、台形ＣＳＧダムということで、

現場である石とか砂とかとコンクリートを混ぜてつくるようなダムなんですけれども、そう

いうのに適した材料があるかというようなことを見た上で台形ＣＳＧダムが適切だろうとい

うことで今回選んだというところでございます。 

○遠藤委員 ありがとうございました。 

○副局長 多分ですが、これは将来の話ですけれども、台形ＣＳＧでつくっても、重力式ダムだ

ったらできるかさ上げができないということはないと思います。表面をかためるというのは、

耐久性と遮水に対する確実性を目的としているためで、その中が弱いからそこが潰れるとい

うようなものではないので、あくまでも貧配合のそういう素材が詰まっているというだけで

すから、上に重さが重なる分には別に問題ないと思いますので、それは大丈夫だと思います。 

○奥村委員長 河野委員。 

○河野委員 この資料５－１の２ページなのですが、成瀬ダムの全体のＢ／Ｃを見ると１．３と

いうことで余り大きくないんですが、成瀬ダムは洪水調節機能というのは余りないんですか。

一方で、直轄の河川改修のほうはかなりＢ／Ｃが出ていますので、もし、洪水調節機能があ

れば、これも高く出るんじゃないかなと思ったのですが、洪水調節機能は余りないのでしょ

うか。 

  あともう１個質問ですが、この１．３というのは、河川改修事業と相乗効果がありますよね。

要するに、両方やると洪水調整機能が、ダムの洪水調整機能が弱まってしまうんですね。そ

ういうことはちゃんと入れて計算してるんでしょうか。 

○河川調査官 河川事業とダム事業のそれぞれのＢ／Ｃについてのご質問をいただいたと思って

おります。それぞれの事業を行った上でのベネフィットとコストを出したものが３．９なり

１．３なりというところでございます。 

  相乗効果というところでございましたけれども、これはそれぞれの効果で出しているという

ことで、特段相乗効果を想定したものではございません。 

○河野委員 ということは、ダムの効果をはかるときに、河川改修事業はありきでやってないん

ですか。やってますよね。 

○河川調査官 ダム完成時点の河道を勘案して、それではそのダムの純然たる効果はどれだけか

という、そういう出し方になっております。 

○河野委員 その結果が１．３ということで低いんですけれども、これは、その洪水調節機能は、



-19- 

どちらかというと河川改修で持っていて、余りないということになるわけですね。 

○河川調査官 量の過多というところで申し上げますと何とも申し上げられませんが、洪水時の

ピークに対してカットするのがダムの特徴みたいなものがありますので、そういう意味では、

何と申しますか、Ｂ／Ｃという形では出にくいかもしれないのですけれども、そういう特徴

を持った必要な事業だというような認識だと思っております。 

○河野委員 わかりました。 

○北林委員 工事のことではなくて、この今回の秋田県の洪水の中にある「逃げ遅れゼロ」を目

指した取り組みの２についてです。今回、私が住んでおります秋田市も、一部で道路冠水ま

では来ました。私のスマホがけたたましい音で鳴りまして、びっくりしたんですね。３．１

１のときには、ちょっと音が鳴って、何の連絡かわからないままに五、六秒後にぐらぐらっ

と来たんですけれども、今回は放送も入ってとてもわかりやすかったです。あれは国土交通

省なんですか、それとも気象庁なんでしょうか。 

  いずれにしろスマホに入った連絡が大変わかりやすくて、よかったと思って、今ごろ東北地

方整備局も大変なんだろうなと思いつつ、私のいるところは全く大丈夫だったんですが、そ

れでもやはり、かなりいろいろな情報に気をつけて、逃げられる準備はいたしました。こう

いう取り組みは大変大事だなと身をもって感じて、ありがたかったと思いましたので、それ

を一言申し上げたかったのと、ここで今日初めて「プッシュ型配信」という言葉を見まして、

不勉強なものですから、これの仕組みといいましょうか、簡単なご説明をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○河川調査官 恐れ入ります。ありがとうございました。 

  このやり方でございますけれども、国土交通省と気象台と連携しまして、ある水位に達する

とそういう危険性、避難の危険性など、もしくは氾濫の危険性、氾濫しましたという情報、

そういうものをお送りするというものでございます。 

  今まではどちらかというとホームページなどでいろいろな水位の情報、そういうものを載せ

ております。これらは勿論今も載っておりますけれど、そういうのをいわゆるプル型と申し

まして、情報をとりたいと思われる方が引っ張ってくる形です。今回のプッシュ型配信とい

うのは、こちらのほうからエリアメールということでお送りする、お知らせするという取り

組みを始めたというところでございます。 

○北林委員 つまり、意志があろうとなかろうと、とにかく情報提供するということなんですよ

ね。すごくそれが大事だとつくづく思いました。ありがとうございます。今後もよろしくお
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願いしたいと思います。 

○奥村委員長 そのほか質問ありますでしょうか。 

○黒田委員 ちょっと教えていただきたいんですが、ちょうどこの被害があったときに、私のほ

うにも近所の学生が来ていて、ちょうど家が大変になっているということで、すごく切迫し

た感じでこの状況を見守っておりました。いろいろなことをＢ／Ｃで、ベネフィットとかコ

ストとかで出せない部分が、人の命にかかわることというのはあると思います。そういう場

合、優先順位を変化させるとか、そういうことというのは柔軟に対応されているのでしょう

か。 

○河川調査官 事業をそれぞれ実施するに当たりましては、それぞれいろんなファクターを考え

ながら総合的に勘案して各事業をやっているところでございます。ただ、この事業評価とい

う面につきましては、やはりどうしても数字でお示しできるところということで、Ｂ／Ｃな

どでご説明しているところでございます。ただ、事業評価の中でも取り組みといたしまして

は、審議いただくそれぞれの懇談会の場では、貨幣換算できない、今おっしゃられました人

の命が、こういうケースの場合は助かりそうか、そうでないかとか、そういうのも貨幣換算

できない価値ですよというのを示す取り組みはしているところでございます。 

○副局長 ちょっと補足ですけれども、今、事業によっては、人命の損失というのも、それらの

防止をベネフィットとして見ているものもあったりはします。交通事故の安全性なんかに関

しては、そういうものが入っていることもあるのですが、ただ、災害のときの人の死者とい

うものは、同じ次元ではないだろうというようなこともあって、事業によっては入れていな

い。そのかわり、それはそれで重視して、一つの指標として見ていくと。そんな考え方をと

っています。 

  今、河川の場合なんかでも、ある関数でもって、どれくらいの水位だったら、どれくらいの

パーセントの方が、建物が１階の場合、２階の場合それぞれで亡くなる方とか、そういった

ものの原単位というのでしょうか、その確率を当てはめて、死者数評価をするということも

やっていたりしていまして、それがまだきちんと全体として一般的に使われていることには

なっていないのですが、そんなことも取り組みとしては大分やっているところです。 

○奥村委員長 ありがとうございました。 

  そのほかありますか。 

  では、ないようですので、河川の報告事項を終わりたいと思います。 

  それでは、本日の審議結果の取りまとめを行いますので、５分少々休憩をしたいと思います。 
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― 休 憩 ― 

 

○奥村委員長 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ので、事務局よろしい

でしょうか。 

○司会 では、ただいま配付し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、平成２９年度第１回委員会を平成２９年７月３１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）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 

    ●八戸港八太郎・外港地区防波堤整備事業 

    ●秋田港外港地区防波堤整備事業 

    ●相馬港３号ふ頭地区国際物流ターミナル（耐震）整備事業 

     上記４の事業は、対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。 

     なお、以下の意見があった。 

   ・計画対象貨物が計画どおりに推移しない場合であっても、次回の再評価においては、対

象施設が有効に活用されるよう検討すること。 

  ２．委員会報告事項について 

   ・再評価報告 

    ●雄物川直轄河川改修事業 

    ●成瀬ダム建設事業 

    ●鳥海ダム建設事業 

     以上について、各学識者懇談会による再評価の審議結果報告があった。 

  以上でございます。 

○奥村委員長 ありがとうございます。 

  ただいまの議事概要について、いかがでしょうか。 
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○黒沢委員 私の意見を取り入れていただいて、ありがとうございます。 

  ただ、私の意見というのは、計画対象貨物が計画どおりに推移しない場合に非常にまずいな

と思ったのは小名浜港だけでありまして、ほかに関しては、特には感じませんでした。 

  ほかの港湾に関してもこういった検討というのをする必要が本当にあるかどうかというのは、

ちょっと私のほうではわかりませんので、できたら「小名浜港に関しては」ということを一

言入れていただいたほうがいいのではないかというふうに思います。 

○奥村委員長 ありがとうございます。どうでしょうか。事務局のほうは。 

○司会 それでは、「小名浜港」という言葉をつけ足すことでよろしゅうございますでしょうか。

（「はい」の声あり）それでは、つけ足すということでよろしくお願いいたします。 

○奥村委員長 そのほかありますか。よろしいですか。（「はい」の声あり）ありがとうござい

ます。 

  では、議事概要については以上で、以下の意見については、「小名浜港に関しては」という

ことを加えてお認めするということにいたします。 

  それでは、事務局に進行をお返しします。 

 

６．閉 会 

○司会 以上をもちまして、平成２９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、９月５日火曜日を予定しておりますので、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。 

  本日は大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

 


