
中部横断自動車道(長坂～八千穂)の計画段階評価の試行
『第２回ワーキンググループ（ＷＧ）』開催のお知らせ
『地元説明会』開催のお知らせ

記 者 発 表 資 料

社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会 中部横断自動車道（長坂～八千
穂）ワーキンググループ（ＷＧ）では、中部横断自動車道(長坂～八千穂)における山梨県
内区間（山梨県境に近い長野県内区間の一部は必要に応じて対象）のルート検討を進めて
おり、このたび『第２回ワーキンググループ（ＷＧ）』を開催します。
また、ルート検討の内容について、ＷＧ事務局（甲府河川国道事務所、長野国道事務

所）主催の『地元説明会』を開催します。

１．第２回ワーキンググループ（ＷＧ）（詳細は「別添ー１」を参照して下さい。）

・開催日：平成２５年１月１２日（土）
・内 容：現地調査（ルート検討対象区間である北杜市、南牧村(平沢地区)）

２．地元説明会（詳細は「別添－３」を参照して下さい。）

・開催概要（地元説明会は報道機関に公開いたします。）
日 時：平成２５年１月３０日(水)～平成２５年２月１６日(土)１１回開催
場 所：山梨県北杜市内５箇所（長坂、大泉、高根、須玉、小淵沢）で

平日・休日の各２回開催
注１）居住する地区に限らずどの会場でも参加可能です。

また、住民以外の方でも参加できます。

長野県南牧村内１箇所（平沢）で平日１回開催
注２）会場の都合上、対象を南牧村村民に限らせていただきます。
注３）南牧村においては、地区の意向により１回の開催としていますが、ご要望

があれば２回目を実施する予定です。

◆ＷＧや地元説明会の資料は、甲府河川国道事務所のホームページでご覧になれます。
また、説明会に参加できない方のために、ご意見を受け付けております。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 、神奈川建設記者会、山梨県政記者クラブ、長野県庁会見場
長野市政記者クラブ、長野市政記者会

平成２５年１月１０日（木）
関東地方整備局

甲府河川国道事務所
長野国道事務所

◇ ◇ 問合せ先 ◇ ◇

国土交通省 関東地方整備局

甲府河川国道事務所 地域広報官(副所長) 小幡 宏 TEL 055-252-5491（代表）

長野国道事務所 中部横断自動車道推進室長 長沼 泉 TEL 026-264-7001（代表）
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おばた ひろし

ながぬま いずみ

http://www.chubuoudan.com/iken_form/index.html



社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会
中部横断自動車道(長坂～八千穂)
第２回ワーキンググループ（ＷＧ）

１．開催日時：平成２５年１月１２日(土)

２．開催場所（現地調査箇所）
□中央自動車道
□レインボーライン
□旧清里有料道路
□清泉寮・美し森
□平沢公民館
□ＪＲ清里駅周辺
□清里下念場付近（連結可能位置(案)）
□清里西村付近 （連結可能位置(案)）
□高根町堤付近 （連結可能位置(案)）
□（主）北杜八ヶ岳公園線
□中央自動車道長坂ＩＣ周辺
□大泉総合支所、高根総合支所

など

３．報道機関の皆様へのご説明
今回のワーキンググループ（ＷＧ）では、現地調査を円滑に実施するとともに、調査中の

交通安全の確保や一般の皆様への配慮が必要となっております。
そのため、ワーキンググループ（ＷＧ）の開催状況を報道機関の皆様へ下記の通り、ご説

明をさせて頂きたいと考えております。

【報道機関の皆様へのご案内】
下記の日時、場所にてご説明をさせて頂きます。現地調査中の取材等はご遠慮願います。
日 時：１月１２日（土）１５：３０頃～１５：４５頃まで
場 所：北杜市大泉町 大泉総合支所を予定

※取材場所の都合により取材を希望されるマスコミ関係者の方は、１月１１日（金）
１２時までに取材登録（別添－２）の提出をお願いします。
登録先：甲府河川国道事務所 計画課 ＦＡＸ：０５５－２５４－９２３５
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別添－１

現地調査で確認するポイント

○周辺の土地利用（住宅地・集落、別荘地、農地）
○周辺の自然環境（貴重な動植物の生息地、湧水群）、
景観の状況

○周辺の観光地（清里地域等）へのアクセス性
○ルート帯（案）及び連結可能位置（案）の現地状況
○周辺の道路状況

大泉総合支所



取材登録書
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１月１２日の社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員
会 中部横断自動車道（長坂～八千穂）ワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）（第２回）につきまして、取材をご希望の報道機関におかれ
ましては、事前にご登録をお願いします。

FAX送信期限：１月１１日（金） １２時まで

１．報道機関名

２．氏名等

ご氏名 連絡先 人数 備考

（ＦＡＸ）０５５－２５４－９２３５３．提出先

４．問い合わせ 関東地方整備局 甲府河川国道事務所
副所長 小幡 宏（おばた ひろし）
電話番号 （０５５）２５２－５４９１（代表）
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座長 久保田 尚

埼玉大学大学院
理工学研究科
教授

小濱 哲
横浜商科大学
貿易・観光学科
教授

二村 真理子
東京女子大学
現代教養学部国際社会学科
准教授

社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会
中部横断自動車道(長坂～八千穂)ワーキンググループ（ＷＧ）
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くぼた ひさし

こはま てつ

ふたむら まりこ

参考



別添－３
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中部横断自動車道（長坂～八千穂）の計画段階評価における
地元説明会のお知らせ

師走の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より道路事業に対しまして、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、中部横断自動車道（長坂～八千穂）の計画段階評価における地元説明
会を開催いたしますので、お知らせします。

１．説明会の目的

ルート帯（案）、連結可能位置（案）、これまでの検討経緯に
ついて説明します。

皆様からのご意見を受け付けます。
頂いたご意見は、ワーキンググループに報告します。

２．開催日程について（詳細は「別添－４」の地元説明会開催場所を参照して下さい。）

３．問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所
担当：計画課 TEL ０５５－２５４－９２３５

・参加にあたっての申し込みは不要です。
・ＷＧや地元説明会の資料は、甲府河川国道事務所のホームページでご覧になれます。
また、説明会に参加できない方のために、ご意見を受け付けております。
詳細は、下記のホームページをご覧下さい。

地域
開催日時

（終了時間は「予定」です）
開催場所

北杜市

大 泉
1/31(木) 19:30～21:30

大泉総合会館
2/10(日) 14:00～16:00

長 坂
1/30(水) 19:30～21:30

長坂総合支所
2/3(日) 14:00～16:00

高 根
2/1(金) 19:30～21:30 高根町農村環境改善センター

2/9(土) 14:00～16:00 清泉寮（新館ホール）

須 玉
2/13(水) 19:30～21:30 須玉町農業体験農園施設

2/16(土) 14:00～16:00 須玉ふれあい館

小淵沢
2/2(土) 14:00～16:00

小淵沢総合支所
2/5(火) 19:30～21:30

南牧村 平 沢 2/12(火) 14:00～16:00 平沢公民館

山梨県北杜市内５箇所（長坂、大泉、高根、須玉、小淵沢）で平日・休日の各２回開催
注１）居住する地区に限らずどの会場でも参加可能です。また、住民以外の方でも参加できます。

長野県南牧村内１箇所（平沢）平日１回開催
注２）会場の都合上、対象を南牧村村民に限らせていただきます。
注３）南牧村においては、地区の意向により１回の開催としていますが、ご要望があれば２回目を実施する予定です。

http://www.chubuoudan.com/iken_form/index.html



別添－４
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地元説明会 開催場所

地域
開催日時

（終了時間は「予定」です）
開催場所

北杜市

大 泉
1/31(木) 19:30～21:30

大泉総合会館
2/10(日) 14:00～16:00

長 坂
1/30(水) 19:30～21:30

長坂総合支所
2/3(日) 14:00～16:00

高 根
2/1(金) 19:30～21:30 高根町農村環境改善センター

2/9(土) 14:00～16:00 清泉寮（新館ホール）

須 玉
2/13(水) 19:30～21:30 須玉町農業体験農園施設

2/16(土) 14:00～16:00 須玉ふれあい館

小淵沢
2/2(土) 14:00～16:00

小淵沢総合支所
2/5(火) 19:30～21:30

南牧村 平 沢 2/12(火) 14:00～16:00 平沢公民館

1/31（木）19:30～21:30
2/10（日）14:00～16:00

大泉総合会館
大泉町西井出３１９３

2/2（土）14:00～16:00
2/5（火）19:30～21:30

小淵沢総合支所
小淵沢町８３５

1/30（水）19:30～21:30
2/3（日）14:00～16:00

長坂総合支所
長坂町長坂上条2575-19

2/16（土）14:00～16:00

須玉ふれあい館
須玉町若神子521-17

2/9（土）14:00～16:00

清泉寮(新館ﾎｰﾙ)
高根町清里3545

2/12（火）14:00～16:00

平沢公民館
南牧村大字平沢２０８

会場の都合上、対象を南牧村村民
に限らせていただきます。

2/13（水）19:30～21:30

須玉町農業体験
農園施設

須玉町下津金2961-3

2/1（金）19:30～21:30

高根町農村環境
改善センター

高根町村山北割３２８８

山梨県北杜市内５箇所（長坂、大泉、高根、須玉、小淵沢）で平日・休日の各
２回開催

注１）居住する地区に限らずどの会場でも参加可能です。
また、住民以外の方でも参加できます。

長野県南牧村内１箇所（平沢）平日１回開催
注２）会場の都合上、対象を南牧村村民に限らせていただきます。
注３）南牧村においては、地区の意向により１回の開催としていま

すが、ご要望があれば２回目を実施する予定です。


