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○事務局（川上計画官） それでは、皆様方すべてご着席いただきましたので、ただいま

から国土審議会第１回中部圏開発整備分科会を開会させていただきます。 

 本日は、国土審議会中部圏開発整備分科会の特別委員総数16名のうち、定足数であり

ます半数以上のご出席をいただいております。 

  私は、本日の事務局を担当いたします国土交通省国土計画局計画官の川上でございま

す。座長が選出されますまでの間、司会を務めさせていただきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 まず最初に、本日の配付資料をお手元の議事次第の配付資料一覧とご照合いただけま

すでしょうか。不足等がございましたら、事務局までお申しつけいただきたいと存じま

す。 

  当中部圏開発整備分科会は、合同会議でご紹介いたしましたように、中央省庁の改革

により新たに発足した国土審議会のもとに置かれた分科会でございます。 

 本日は第１回目の会議でございますので、議事に先立ちまして、当分科会の特別委員

にご就任いただきました皆様方をご紹介したいと思います。お手元に委員名簿をお配り

していますので、ご覧いただきたいと存じます。 

 初めに、関係地方公共団体の長であります委員につきましては、中部圏開発整備地方

協議会会長であります愛知県知事 神田 真秋委員でございます。 

 次に、学識経験者につきましては、 

 伊藤 達雄委員でございます。 

 大島 宏彦委員でございます。 

 太田 宏次委員でございます。 

 竹内 傳史委員でございます。 

 竹内 礼子委員でございます。 

 坪井  宏 委員でございます。 

 林  良嗣委員でございます。 

 平山 祐次委員でございます。 

 水尾 衣里委員でございます。 

 箕浦 宗吉委員でございます。本日は代理として西川富夫常務取締役経営企画部長が

お見えでございます。 
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 なお、木村 洋委員、谷岡 郁子委員、西垣  覚委員、八嶋 健三委員、吉原 節夫委員

につきましては、本日はご都合により欠席とのご連絡をいただいております。 

 以上、当分科会の委員の皆様をご紹介いたしました。皆様方におかれましては、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 なお、会に先立ちまして、当分科会の分科会長を選出する必要がございます。分科会

長は、国土審議会令第２条第４項の規定により、当該分科会に属する委員及び特別委員

のうちから、委員及び特別委員が選挙することとなっております。 

 まず、順序といたしまして、座長をお決めいただきまして、座長のお運びによりまし

て選出をお進めいただきたいと存じます。 

 事務局のほうから、僣越ではございますが、伊藤委員に座長をお願いいたしたいと存

じますが、いかがでしょうか。 

             〔「異議なし」の声起こる〕 

○事務局（川上計画官） ご異議ないようでございますので、それでは、恐縮でございま

すが、伊藤委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

             〔伊藤委員、座長席に着く〕 

○伊藤座長 ただいまご指名にあずかりました伊藤でございます。この席を拝借いたしま

して、分科会長の選出について司会をすることになりました。皆様のご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

 当分科会の分科会長の選出でございますが、いかがいたしましょうか、お諮り申し上

げます。 

○坪井委員 選出についてはいろいろな方法があると思いますが、分科会長は、中部経済

連合会の会長としてご活躍をなさっておられ、中部圏の開発整備について幅広いご見

識を持っておられます太田委員が最もふさわしいのではないかと思っております。ご

苦労なことでございますが、太田委員に分科会長をお願いいたしたらどうかと存じ上

げます。甚だ僣越でございますが、ご提案申し上げます。 

○伊藤座長 ただいま坪井委員から「分科会長は太田委員にお願いしたら」というご提案

をいただきました。いかがいたしましょうか。 

             〔「異議なし」の声起こる〕 

○伊藤座長 異議なしという声でございますので、それでは、太田委員に分科会長のお引
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き受けをお願いすることにいたします。 

 皆様のご協力をいただきまして大変ありがとうございました。これで私の任務を終わ

らせていただきます。 

 それでは、太田委員、こちらへお願いいたします。 

            〔太田委員、分科会長席に着く〕 

○太田分科会長 ただいま分科会の会長にご指名賜りました太田でございます。一言ごあ

いさつを申し上げたいと存じます。 

 ただいま当分科会の分科会長にご選任いただきまして、その責任の重さというものを

改めて感じておる次第でございます。皆様方の格別のご協力とご支援を賜りましてこの

重責を全うしたい、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、ただいまから国土審議会第１回中部圏開発整備分科会を開催させていただ

きます。 

 まず初めに、当分科会の分科会長代理を指名させていただきます。 

 参考資料３－２の国土審議会令第２条第６項の規定に従いまして、私から指名させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 私といたしましては、まことに恐縮ではございますが、伊藤委員にお願いしたいと存

じます。皆様方もこの点につきまして、どうかご了承賜りますようにお願いいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日は、中部圏を代表いたしまして神田愛知県知事から一言ごあいさつ

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○神田愛知県知事 中部圏開発整備地方協議会の会長を務めております愛知県知事の神田

でございます。中部圏を代表いたしまして、一言お礼とお願いを申し述べさせていた

だきます。 

 中部圏の開発整備につきましては、日頃より国土交通省をはじめ関係の皆様方の格別

のご尽力によりまして、これまで幾多の事業が実現を見てまいっておりますことを、こ

の場をおかりいたしまして厚く御礼を申し上げます。 

 とはいえ、この中部圏におきましては、まだまだ推進しなければならない重要事業が

山積をいたしているところでございます。とりわけ中部圏におきます拠点空港として
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2005年の開港を目指しております中部国際空港の建設をはじめ、北陸新幹線、リニア中

央新幹線の建設、東海北陸自動車道、第二東名・名神高速道路、中部横断自動車道、中

部縦貫自動車道、東海環状自動車道、三遠南信自動車道、能越自動車道、伊勢湾口道路

の建設といった中部圏の骨格を形成する高速交通体系の整備、名古屋港、清水港、四日

市港及び伏木富山港といった特定重要港湾の整備、加えまして「2005年日本国際博覧

会」の13事業につきましては、中部圏開発整備を推進するうえで必要不可欠な最重要事

業として位置づけているところでございます。 

  また、本日の議事の一つでございます中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の建設

計画でございますが、この計画は、21世紀の最初の５年間を計画期間としておりまし

て、交流や連携を主体とする圏域づくりを着実に推進していくため、その核となる各区

域の開発及び整備に関する計画を取りまとめたものでございますので、どうか十分ご審

議をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、去る６月15日に開催いたしました第22回中部圏開発整備地方協議会におきまし

て、各計画案につきましては同意する旨の審議結果となりましたことを申し添えまし

て、甚だ簡単でございますが、私からのあいさつとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

  なお、神田愛知県知事は、ご多用のためにここで退席されます。どうもありがとうご

ざいました。 

 次に、本分科会の運営等につきましてご確認いただきたいと思います。 

 事務局から説明を申し上げますので、よろしくお願いします。 

○事務局（川上計画官） 分科会の運営等についてご説明申し上げます。お手元の参考資

料３－３の国土審議会運営規則をご覧ください。 

 国土審議会運営規則第５条第１項の規定によりまして、原則として分科会の会議また

は議事録は速やかに公開するものとされております。本分科会におきましても、この規

定に基づきまして速やかに議事録を公開したいと存じておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 
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 ただいま事務局から説明がありましたとおり、議事録は公開ということでよろしいで

しょうか。 

             〔「異議なし」の声起こる〕 

○太田分科会長 ありがとうございました。それでは、議事録は公開することといたしま

す。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 本日は、配付資料のとおり、中部圏の「都市整備区域建設計画(案)」及び「都市開発

区域建設計画(案)」並びに「平成13年度中部圏事業計画(案)」につきまして、国土交通

大臣から国土審議会の意見が求められております。 

 まず、内容について説明を受けまして、そのうえでご審議をお願いしたいと思いま

す。 

  それでは、事務局から建設計画(案)の概要について説明をお願いいたします。 

○事務局（矢野審議官） 大臣官房審議官の矢野でございます。 

 それでは、お手元の中部圏の「都市整備区域建設計画(案)」及び「都市開発区域建設

計画(案)」について簡単にご説明を申し上げます。 

  お手元に資料がありますが、そのうち資料４－２と書いている分厚いもの、これが建

設計画(案)の本体で、資料４－３はその建設計画についての概略説明、資料４－４は各

建設計画のそれぞれの区域、その基本的な方向の概要について１枚の地図にわかりやす

く示したものです。続いて、資料４－５は各計画の要旨、資料４－６はそれぞれの参考

図となっており、これは後ほど各県から説明をいただく予定にしています。私のほうか

らは資料４－３に基づいて全体の概要について簡単にご説明申し上げます。 

 まず、「１．計画策定の経緯」ですが、中部圏の開発整備法については、「都市整備

区域」と「都市開発区域」というふうに区域が分かれており、それぞれごとに各県知事

が策定し、国土交通大臣が同意するという性格のものです。今回、「第４次中部圏基本

開発整備計画」が昨年３月に策定されていることなどを踏まえ、新たな建設計画を策定

しようとするものです。 

 「２．計画の概要」については、先ほど神田知事からお話がありましたように、中部

圏においては、非常に大きなプロジェクト、構想をいろいろ掲げていますし、さらに

2005年には国際博覧会、中部国際空港の開港も同じく2005年ということで、わが国のま
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さに中央部を占めるところとして、さらなる発展が期待されているところです。 

 しかしながら、先ほどの合同会議で私どもの小峰局長から申しましたように、いろい

ろな問題をわが国が抱えていることも事実です。また、中部圏の中において、まだまだ

十分でない社会基盤、その他いろいろな問題を抱えていることも事実です。こういった

ことを踏まえ、第４次の中部圏基本開発整備計画においては、圏域全体が一致結束して

いろいろな重要な役割を果たしていけるよう、ということを提唱しているところです。 

 これを受けて、この中部圏建設計画は、具体的に関係各県が今後５年間、各区域内で

どういう基本的な施策、また重要な施設の整備について取り組んでいくかということを

策定したものです。 

 内容としては、多岐にわたっていますが、代表的なものについてのみ申し上げれば、

骨格的な道路として、名古屋から北の方へ伸びる東海北陸自動車道、東西を結ぶ第二東

名、第二名神、中部横断自動車道、その他東海環状自動車道、三遠南信自動車道など、

多くの高速道路プロジェクトが掲げられています。また、伊勢湾口道路については、

「その構想を進める」という内容が書かれています。 

 次に、鉄道ですが、焦眉の急の北陸新幹線については、昨年12月の政府・与党の申し

合わせに基づき、ご案内のとおり、長野～富山間についてはフル規格、石動～金沢間に

ついては事業の実施を推進、未着工区間については所要の調査を引き続き進める、とい

うふうに記述されています。 

 また、国土の真ん中を貫く中央新幹線については、今後の整備状況などを踏まえて調

査検討を進めるという方向で記述されています。 

 それから、中核的な空港として中部国際空港がありますが、これについては、2005年

の開港を目指して整備の推進、それから関連の公共アクセスとして知多横断道路、鉄道

としては中部国際空港連絡線等の推進について記述しています。 

  港湾については、名古屋、四日市、清水などにおける国際海上コンテナターミナルの

整備について記述しています。 

  それから、日本国際博覧会につきましては、その開催に向けて今、鋭意準備が進めら

れていますが、関連アクセスとして名古屋瀬戸道路、愛知環状鉄道等の整備について記

述しています。 

  なお、小泉総理のお声がかりで都市再生本部というものが総理直轄で設置されていま
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す。この本部が現在、活発に活動していますが、その中で、先日決定された都市再生プ

ロジェクトにおいても、中部国際空港、さらには東海環状自動車道等の整備について記

述されていることをご報告します。 

  「３．計画の期間」については、平成13年度、今年度から平成17年度までの５年間

で、区域の指定状況は前回と同様でございます。 

  それから、計画の策定手続については、昨年、地方分権一括法が成立し、計画同意の

手続の一部が変更されています。これまで本計画は「内閣総理大臣が承認する」という

ことになっていましたが、新法により、「国土交通大臣の同意」という形に改正されて

います。 

 以上のとおりですが、この中部圏開発整備計画のいろいろな決定方法については、私

どもとしても、今後のいろいろな国土計画の策定における一つの有力な案として、今後

ともこれを参考にしながらいろいろと新しいことを考えていきたいと、かように思って

いるところです。 

 以上、まことに簡単ではございますが、概要についてご説明申し上げました。よろし

くお願いします。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、各建設計画(案)の内容につきまして、各県の代表からご説明をいただき

たいと思います。時間の関係もございますので、簡潔明瞭にお願いいたします。 

 それでは、「都市整備区域建設計画(案)」のうち、内容につきまして、最初に愛知県

からお願いしたいと思います。 

○愛知県 お手元の資料４－５の各建設計画(案)の「要旨」と資料４－６の「参考図」を

ご覧いただきたいと思います。 

 まず、「要旨」の１ページ、２ページをご覧いただきたいと思います。都市整備区域

ですが、これは図面のほうでご覧いただけばおわかりのように、名古屋市からほぼ40㎞

の範囲の圏域で、愛知県内の尾張と西三河の地域まで、それと三重県の四日市を中心と

した北勢地域が主な区域です。 

  計画の基本的方向として、中部国際空港整備と2005年日本国際博覧会開催のインパク

トを圏域全体で活用し、国土の主軸の一翼を担い、先端的産業技術の中枢を形成すると

いう考え方を掲げています。そうした方向を踏まえたうえで、次の４項目を重点施策と
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して掲げています。 

 まず? の「中部国際空港の整備とその活用」についてです。2005年の開港を目指し

て、知多半島から空港島へ向かう知多横断道路、中部国際空港連絡線をはじめとしたア

クセス整備の推進はもとより、空港に近接する知多地域に、環伊勢湾地域の発展を先導

する新たな都市拠点の形成を図ることとしています。 

  ? の「2005年日本国際博覧会の開催とその活用」ですが、名古屋瀬戸道路、愛知環状

鉄道をはじめとした博覧会会場へのアクセス道路あるいは鉄道等の関連整備を推進し、

観光、文化・芸術面でのレベルアップなど、あらゆる分野で国際博開催のインパクトを

情報発信しながら、地域づくりに活用することとしています。 

  ? の「先端的産業技術の世界的中枢にふさわしい地域の形成」については、名古屋市

内で開催されます「2004年ＩＴＳ世界会議」を契機として、世界におけるＩＴＳの拠点

形成を目指すこととしています。 

 ? の「環境共生型の地域づくり」については、最新技術や国際博の成果を取り入れ、

廃棄物の発生抑制やリサイクルの促進などにより、循環型社会の形成を目指すこととし

ています。 

 次に、地域別の基本的方向ですが、名古屋市及びその周辺地域については、国際機関

あるいは国際的な行催事の継続的な誘致、名古屋港の国際海上コンテナターミナル等の

整備推進などを図っていくこととしています。 

 区域の西部については、環境保護技術・バイオテクノロジー・新素材等の研究開発拠

点整備、ごみの固形燃料化構想・廃棄物処理センター事業の推進、あるいは四日市港に

おける国際海上コンテナターミナル等の整備推進、また、国営木曽三川公園の整備・充

実等を図ることとしています。 

 区域の北部については、一宮市、瀬戸市などの繊維・窯業等の地場産業の技術開発、

あるいは人材育成機能の強化、それから木曽川沿いにある犬山市周辺の観光・交流機能

の充実を図ることとしています。 

 区域東部については、輸送機器を中心とする産業技術の集積、あるいは豊田市のＩＴ

Ｓ導入の推進、衣浦港の港湾施設の高度化等を図ることとしています。 

 区域南部については、これは前述の中部国際空港周辺部ですが、空港アクセス整備等

の交通ネットワークの形成、空港を活用した地域整備と駅周辺の再整備、あるいは健康
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福祉関連の研究機能等の集積等を図ることとしています。 

 また、その他地域については、名古屋市を中心とした放射状あるいは環状交通網整

備、都市化の進展に伴う災害に対応するための中小河川の整備や空間の確保、情報伝達

体制の確立等の推進、あるいは伊勢湾の総合的な利用と保全などを盛り込んだ内容とし

ています。 

 具体的な事業としては、ここに掲げていますように、まず宅地等については、大曽根

北あるいは桑名駅西等の大規模な土地区画整理事業、あるいは岡崎東部、多度御衣野・

下野代等の工業団地の造成。第二東名・第二名神高速道路、東海環状自動車道、名古屋

環状２号線をはじめとした道路網の整備、それから東部丘陵線、中央新幹線の整備、そ

れと特定重要港湾名古屋港・四日市港の整備、ごみ固形燃料化施設等の諸事業を掲げて

います。一番下に書いていますように、括弧を付けて記載したものについては、調査・

検討中の事業を示しています。 

 以上です。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、「都市開発区域建設計画(案)」の内容につきまして、まず最初に富山県

からご説明をお願いしたいと思います。 

○富山県 「要旨」の３ページをご覧ください。富山・高岡区域の建設計画(案)について

ご説明したいと思います。 

 計画全体のコンセプトとしては、環日本海交流の拠点として、日本海沿岸地帯の発展

をリードするとともに、日本海国土軸をはじめとした多軸型国土の形成に重要な役割を

果たす、魅力ある都市圏ということです。 

 基本方向としては、まず、? にありますように、新幹線の建設促進や東海北陸自動車

道の整備など、鉄道・道路・港湾・空港等の広域高速交通体系の整備を進めるととも

に、光ファイバーなど高度情報通信基盤の整備を促進します。 

 次に、? にありますように、富山市、高岡市を中心とした一体的な中核都市圏の形成

など都市基盤の整備を進めるとともに、就業機会の確保、高等教育機関の充実など、定

住の促進や交流人口の増加につながるまちづくりを推進します。 

 さらに、? にありますように、ＩＴ、バイオ、深層水など本区域の特色を活かした工

業の振興、魅力ある商業空間の形成支援と経営革新や、情報、福祉など新しい分野の事



- 12 - 

 

業創出、そして農林水産業における担い手育成や経営基盤の強化など、知恵と技術が活

きる産業づくりを進めてまいります。 

 最後に、? にありますように、環日本海環境協力センターを中核拠点とした国際環境

協力の推進など、環境の保全に努めます。 

 主要事業としては、４ページにありますように、東海北陸自動車道、能越自動車道、

北陸新幹線、特定重要港湾伏木富山港、富山空港、小矢部フロンティアパーク等が盛り

込まれています。 

 以上です。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、石川県からお願いいたします。 

○石川県  「金沢・小松区域都市開発区域建設計画(案)」についてご説明します。「要

旨」の５ページ、「参考図」のほうは３ページになります。 

 「金沢・小松区域」は、石川県の中・南部に位置しており、３市12町で構成していま

す。その建設計画の基本方向は、質の高い伝統文化や高等教育機関の集積、高い技術力

を背景に、環日本海の中核地域にふさわしい、世界に開かれた、伝統と創造を兼ね備え

た地域づくりを目指すことにしています。 

  計画は５つの方向から成っており、まず第１は、「多様な連携・交流を支える交通・

情報通信基盤の整備」です。北陸新幹線の整備、小松飛行場を拠点とした「ＦＡＺ計

画」の推進、重要港湾金沢港の物流拠点化、「県土ダブルラダー構想」による道路網の

整備等を図ることで、連携・交流機能を強化します。 

 情報通信基盤では、大容量の光ファイバーケーブルネットワークによる「いしかわマ

ルチメディアスーパーハイウェイ」の整備を行い、行政をはじめとする多様な社会的サ

ービスの高度化を目指しています。 

 第２に、「世界に開かれた地域づくりと観光・コンベンション都市づくり」です。国

際交流センターの機能強化等により国際交流・コンベンション機能の充実を図るととも

に、国際会議等の開催を促進するための支援制度の充実を図ります。そして、訪れる人

の多様な目的に配慮した観光ルートの整備を進め、周遊型・滞在型観光の拡充を図るこ

ととしています。 

 第３に、「文化を活かした環日本海中核地域の形成」については、伝統に培われた邦
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楽文化とオーケストラ・アンサンブル金沢に代表される新しい洋楽文化の交流・発信拠

点として、県立音楽堂を今年９月に完成したところです。 

 加賀百万石の文化発祥の源である金沢城址については、兼六園と並ぶ県都金沢のシン

ボルとなる「金沢城址公園」として整備し、現在「全国都市緑化フェア」の会場として

公開しています。現在、都心地区にある県庁舎移転後の跡地利用については、「知的空

間・知性のゾーン」を基本に整備することとしています。 

 新県庁舎移転先の金沢西部地区については、副都心地区として、本店または支店機能

を有する業務系機能や、行政・医療・福祉等の都市機能の集積を図ることとしていま

す。 

 第４に、「安全、安心で活力と魅力ある地域づくりの推進」については、河川改修、

ダム建設、砂防・地すべり対策を進めるとともに、街路・土地区画整理事業を推進し、

適正な住宅・宅地の供給を図ることとしています。また、都市公園、下水道、水辺環

境、芸術文化施設等の整備を進め、歩行者空間のバリアフリー化、消雪装置の整備を推

進します。 

 第５に、「豊かな暮らしを支える産業社会の形成」については、北陸先端科学技術大

学院大学を核に、国際的な研究開発拠点として「いしかわサイエンスパーク」の整備を

進めています。そして、産学官連携の中核的機関である(財)石川県産業創出支援機構等

の技術・経営支援機能やコーディネート機能を充実させ、新技術・新産業の創出と既存

産業の高度化を図ることとしています。 

 また、九谷焼、加賀友禅等の伝統産業については、文化立県を支える重要な産業とし

て振興を図っていくこととしています。 

  主要な事業については、ここに記載してあるとおりです。 

  以上です。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 

  次は福井県からお願いします。 

○福井県 本県の「福井・坂井区域都市開発区域建設計画(案)」の概要について申し上げ

ます。「要旨」の７ページ、８ページに記載しています。 

  まず、計画の基本的方向として、「生活満足度日本一・地球時代に光り輝く福井県」

という県の基本目標のもと、「個性ある地域づくり」、「交流と連携による地域づく
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り」に努めてまいります。 

  具体的には、北陸新幹線、中部縦貫自動車道、地域高規格道路等の高速交通体系の整

備充実によって「日本海国土軸」を形成し、あわせて国内各地域との連携や国外の環日

本海地域、アジア地域との連携を推進してまいります。 

 また、市街地再開発事業や福井駅連続立体交差事業による福井駅周辺整備の推進、コ

ンベンション、文化、商業等各機能の拠点機能の集積による交流都市としての機能の充

実と「文化の香り高い魅力ある県都の顔づくり」に努めていきます。 

  さらに、これまで本県産業が蓄積してきた技術や特性を最大限に活かして新産業を創

出し、併せてデザイン等を重視した「高付加価値産業への変革」を図ってまいりたいと

考えています。 

 また、新しい福井型農業・農村の展開、つくり育てる漁業の推進など、本県の特性を

活かした農林水産業を振興し、併せて新たな観光ルートの開発等による滞在型観光の振

興に努めてまいります。 

  さらに、生きがいと活力に満ちた福祉社会や災害に強い安心で安全な社会づくりな

ど、「活力と安らぎのある県民生活の実現」を図ってまいりたいと考えています。 

  主要事業としては、「テクノポート福井」の造成、福井港の整備、足羽川ダム、九頭

竜川鳴鹿大堰、日野川流域水資源総合開発事業の推進、県立大学看護福祉系大学院の設

置準備、新県立図書館の建設、福井県情報スーパーハイウェイの整備、県立総合医療セ

ンターの整備等が盛り込まれています。 

  以上です。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 

  次に、長野県、お願いいたします。 

○長野県 長野県からは２つあります。まず最初に「長野・上田区域」についてで、「参

考図」のほうは５ページです。 

 計画の基本的方向としては、オリンピック・パラリンピックを開催した区域にふさわ

しい高度な都市機能と自然が調和したまちづくりを、住民とともに進めてまいりたいと

考えています。 

 まず、? の「様々な交流の拡大」については、北陸新幹線の建設、関越自動車道上越

線の４車線化を推進するなど総合的な交通ネットワークの形成を図るほか、全国でもト
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ップクラスの普及が進んでいるＣＡＴＶ網などを活用し、高度情報化に対応した情報通

信基盤の整備を図ります。また、オリンピック会場等の施設を活用したコンベンション

の都市づくりを進めてまいります。 

 ? の「自然と人、人と人との共生」については、自然環境と景観に配慮しながら、上

田駅お城口地区の市街地再開発整備事業や南長野運動公園等の生活基盤の整備を図り、

住みよい都市づくりを進めていくほか、犀南福祉センター(仮称)の建設をするなど、地

域福祉の推進と子育て環境の整備を図ります。 

  ? の「地域の活力の創造」ですが、農林業については、生産基盤の整備、人材の養

成、地域材の利用促進などにより、付加価値の高い農林業の振興を図ります。 

 工業については、新規創業や研究開発、技術開発等の支援体制の整備を図ってまいり

ます。また、新映像産業の振興を図るなど、高度で特色ある産業の集積を図ってまいり

たいと思っています。 

 商業・観光産業については、中心市街地の空洞化に対応するため、商店街の基盤整

備、商店の経営力の向上などに対する支援等を通じて魅力あるまちづくりを推進するほ

か、広域観光を推進してまいります。 

 また、自主的・主体的な地域づくりの取り組みや、地域づくりを担う人材の育成を推

進してまいりたいと思っています。 

  主要な事業は、高規格幹線道路の関越自動車道上越線以下、下水道までの社会資本整

備のほか、「ケアハウスちくま」などの社会福祉施設、医療施設の県立須坂病院などを

建設してまいりたいと思っています。 

  「伊那谷地区」については、計画の基本的方向として、隣接する遠州、東三河地域と

の交流・連携を図りつつ、豊かな自然と多彩な産業、個性あふれる地域文化に支えられ

た長野県南部の中心地域にふさわしい交流・観光等の拠点づくりを進めてまいります。 

 ? の「様々な交流の拡大」ですが、三遠南信自動車道、伊那木曽連絡道路などの整備

を進め、総合的な交通ネットワークの形成を図るほか、地域の活力を創出する広域イベ

ントの開催による交流の拡大、さらには県境を越えた広域的な観光ルートの整備等によ

り魅力ある観光拠点づくりを進めてまいります。 

 ? の「自然と人、人と人との共生」については、飯田市橋南第二地区等の市街地再開

発事業や飯田運動公園等の生活基盤の整備を図るほか、大規模地震対策特別措置法に基
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づく防災体制の確立を図ってまいります。 

 また、保育所、伊那中央病院をはじめとした社会福祉施設、医療施設等の整備を進

め、地域福祉の推進と子育て環境の整備を図ってまいります。 

 ? の「地域の活力の創造」については、各種の基盤整備や人材の養成など支援体制を

充実し、農林業、商工業、観光業等の地域産業の振興に努めてまいります。とりわけ工

業については、各産業がバランスのとれた形で発展する産業集積地の形成を図るととも

に、産学官交流事業などを総合的に展開してまいります。 

 主要な事業としては、高規格幹線道路の三遠南信自動車道から飯田運動公園までの社

会基盤整備のほか、飯田市の身体障害者デイサービスセンターの社会福祉施設、伊那中

央病院の医療施設を建設してまいりたいと思っています。 

 以上です。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 次に、岐阜県よりお願いいたします。 

○岐阜県 岐阜県関係の２つの区域の計画についてご説明申し上げたいと思います。「参

考図」のほうは７ページ、８ページになります。 

 まず、「要旨」の13ページの「岐阜区域」ですが、計画の基本的方向としては、豊か

な自然や優れた文化・歴史などの地域資源を活かしつつ、21世紀のリーディング産業で

あるＩＴ関連産業の集積を進め、岐阜県の経済の中心として一層の発展を図っていくと

いうことで、具体的には７つの基本的な方向を示しています。 

 まず、? にありますように、世界に誇る情報価値生産の場としての「情場」づくりを

目指すところの「スイートバレー構想」の推進。 

 また、? にありますように、極限環境科学をテーマとした世界的水準の先端的研究機

関を集積する等の研究学園都市づくりなどを進める「先端技術産業及び研究機関の集積

と新産業の創出・育成」といったものが柱です。 

 それから、? にありますように、「ワールドデザインシティ・ＧＩＦＵ」の工房の活

用などを進めることにより、「デザイン産業の振興」を考えています。 

 また、? にありますように、魅力あふれる交流施設の整備、またイベントの開催など

により、「交流産業の振興」を考えています。 

 それから、? にありますように、頭脳労働者が憩い、快適に生活できる、魅力あふれ
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る交流空間の形成を図るということで、「魅力ある交流空間と都市機能の形成」という

柱を立てています。 

 ? には、東海環状自動車道、また中部国際空港へのアクセス整備等を進める「総合交

通体系の整備」を掲げています。 

 ? には、道路空間、河川等も利用した光ファイバーネットワークの整備による「岐阜

情報スーパーハイウェイ」など、「情報通信基盤の整備」を大きな柱として掲げさせて

いただいています。 

 この７つの柱についてのそれぞれの主要事業としては、ワールドデザインアカデミ

ー、平成記念公園、セラミックパークＭＩＮＯ、また、濃飛横断自動車道、岐阜南部横

断ハイウェイなどの事業を進めることとしています。 

 次に15ページ、「高山区域」についてですが、計画の基本的方向としては、歴史と風

土に根づいた個性豊かな伝統文化や美しい自然を守り育て、心のこもった魅力ある地域

づくりを進め、世界に誇る観光都市として、また、飛騨地域における経済・文化の中心

都市として一層の発展を図ることとしています。 

 具体的な施策の方向としては、? にありますように、７月にオープンした「飛騨・世

界生活文化センター」などの整備・活用、また、「飛騨高山イベント村構想」などを進

める「世界民俗文化首都構想の推進」を１つの柱にしています。 

 ? には「地場産品の高付加価値化・ブランド化の推進」を掲げています。 

 ? には、伝統的建造物群の保全、また観光客の受け入れ態勢の充実を図っていくとい

うことで、「景観の保全・もてなしの地域づくりの推進」を掲げています。 

 ? には、中部縦貫自動車道、富山高山連絡道路といった広域的な道路網の形成、ま

た、「岐阜区域」でもお話ししました「岐阜情報スーパーハイウェイ」等の情報通信基

盤の整備など、「観光都市にふさわしい交通・情報通信基盤ネットワークの形成」を図

ることを基本的な方向としています。 

 主要事業としては、この４つの柱それぞれについて、飛騨高山コンベンションビュー

ローの活用、高山駅の周辺整備、高山下呂連絡道路などの整備を進めることとしていま

す。 

 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 
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 次に、静岡県、お願いいたします。 

○静岡県  静岡県では、東から東海道に沿って「東駿河湾区域」、「西駿河湾区域」、

「遠州区域」の３区分があります。 

 まず、「要旨」の17ページ、「東駿河湾区域」ですが、この区域においては、富士山

麓の豊かな自然環境の中で、自然と人間、産業が共生する快適な空間が広がる地域の形

成を目指すことを基本にしており、(1)にありますように、静岡県がんセンターの整備

をきっかけとして、医療研究機能の集積や産学官の連携による創薬や医療機器など新た

な医療関連産業の創出を図る「富士山麓先端医療産業集積構想」、通称「富士山麓ファ

ルマバレー構想」の実現に努めてまいります。 

 また、(2)にありますように、本県の東部地方の拠点都市地域として、沼津、三島及

び新富士駅などの駅前周辺の土地区画整理事業の実施による都市機能の強化や、沼津駅

北口広場をはじめ、ユニバーサルデザインを導入した地域整備等を促進してまいりま

す。 

 さらに、後世に残したい日本の風景の代表ともいえる富士山のトイレ対策など環境保

全対策を進めるとともに、山梨県や神奈川県と県域を越えた広域的な連携を強化して、

県際交流を深めていきたいと考えています。 

  主要事業については、第二東名高速道路や伊豆縦貫自動車道の促進、ＪＲ東海道本線

沼津駅付近の連続立体交差化の検討、また、重要港湾田子ノ浦港、静岡県がんセンター

の整備などがございます。 

 続いて19ページ、「西駿河湾区域」については、(1)にありますように、大交流・大

競争時代に向けて、道路、港湾、空港の整備等による陸・海・空の総合的な交通ネット

ワークの充実を図るとともに、(2)にありますように、舞台芸術など新たな文化の創

造・発信や多彩な文化芸術活動の展開、さらには、土地区画整理事業等の推進による都

市基盤整備の充実強化などにより、人、もの、情報が活発に交流する国際性豊かな地域

を目指しています。 

 また、産学官連携による駿河湾深層水を利用した新産業の創出や創業者支援などによ

り、新たな時代を開く、活力ある産業の育成を推進してまいりたいと考えています。 

  主要事業については、第二東名高速道路や中部横断自動車道の整備促進、物流機能の

充実強化を図る特定重要港湾清水港や重要港湾御前崎港の整備、また、本県の空の玄関
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口となる静岡空港の整備などがあります。 

 最後に21ページ、「遠州区域」においては、豊かな自然環境や高次都市機能の充実の

もとに、高度な産業や学術・文化が集積し、多彩な産業が展開する、活力あふれる地域

を目指しています。 

 このため、(1)にありますように、都市基盤の整備や「オムニバスタウン計画」の実

施など、ユニバーサルデザインを積極的に導入した地域づくりによる都市機能の充実を

図るほか、2004年の「しずおか国際園芸博覧会」の開催による交流機会の創出などによ

り、世界に開かれた都市圏の形成を促進してまいりたいと考えています。 

 また、(3)にありますように、高度技術産業を担う人材の育成や研究機能の維持・強

化などにより、既存産業の高度化や光産業などの世界に誇る先端技術産業の集積を図っ

てまいりたいと考えています。 

 さらに、自然と共生した快適な生活空間の形成のために、浜名湖岸の再生など浜名湖

の環境整備を実施するとともに、天竜川流域の環境保全を推進してまいります。 

  主要事業としては、第二東名高速道路や三遠南信自動車道の促進、先端技術産業の集

積を図る浜北新都市開発整備やワールドカップサッカー大会の舞台となる小笠山総合運

動公園、国際園芸博覧会の会場となる浜名湖ガーデンパークの整備などがあります。 

 以上です。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 次に、愛知県、お願いいたします。 

○愛知県 それでは、「要旨」の23ページ、24ページ、「参考図」のほうの12ページをお

開きいただきたいと思います。「東三河区域都市開発区域建設計画(案)」についてご

説明します。 

  この地域は、「参考図」にありますように、愛知県の一番東の外れで、すぐ静岡県に

接した地域です。伊勢湾を取り巻く東の拠点として位置づけており、国際物流機能の強

化や新規成長分野の産業集積を高めつつ、広域観光リゾート機能の強化により、国際的

な交流拠点性を備えた区域づくりを目指すことを基本としています。 

  このために、まず、? にありますように、三河湾で多目的国際ターミナルの整備、自

動車関連の物流及びリサイクルの共同化を柱とした「国際自動車コンプレックス構想」

を推進するとともに、三河港の物流機能を広域的に活用するため、広域交通基盤の整備
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を進めることとしています。 

  次に、? にありますように、「豊橋サイエンスコア」を核とした豊橋技術科学大学と

の産学連携の促進や、ベンチャー企業の育成を図る「サイエンス・クリエイト21計画」

を推進することとしています。 

  また、この区域は非常に農業の盛んな区域ですので、農業についても、ほ場整備の推

進など生産性の向上と低コスト・高付加価値化を促進することとしています。 

 また、中部国際空港の整備、あるいは2005年日本国際博覧会の開催効果を観光リゾー

トの振興に活かして、海洋性のレクリエーション施設などの整備を図り、「三河湾地域

リゾート構想」を推進することとしています。 

  次に、地区別の基本的方向ですが、? にありますように、内陸部における研究開発拠

点、研究開発団地の形成を図ることとしています。 

 ? にありますように、三河港臨海部における工業用地の整備、企業誘致の推進を図っ

ていきます。 

 また、蒲郡地区の「ラグーナ蒲郡」の整備、あるいは? にありますように、豊橋市・

渥美半島部の各種農業農村整備事業の推進、大都市近郊型・周遊型のリゾート・観光レ

クリエーション地域としての整備なども盛り込んでいます。 

 以上が重点整備項目です。 

 主要事業としては、24ページに掲げていますように、三河港臨海部、豊橋若松地区の

工業用地造成、新城総合公園、東三河ふるさと公園、豊橋総合スポーツ公園の整備、第

二東名高速道路、三遠南信自動車道、名豊道路等の地域高規格道路の整備、伊勢湾口道

路構想の推進、重要港湾である三河港の整備、中山水道航路の整備、豊橋リサーチパー

ク等のプロジェクトを掲げています。 

 以上です。 

○太田分科会長 ありがとうございます。 

 それでは、三重県、お願いいたします。 

○三重県 次に、三重県の「伊勢区域」ですが、「要旨」の25～26ページ、「参考図」は

13ページです。 

  この区域は、三重県の伊勢湾に面した中・南勢地域を中心とした所です。 

 まず、計画の基本的方向としては、伊勢地域を中心とした集客交流の推進や、情報通
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信産業をはじめとする産業分野の振興とともに、伊勢湾の総合的な利用と保全に向けた

取り組みを推進することなどにより、中部圏の一翼を担う区域としての役割を果たすた

め、次の４項目を重点施策としています。 

  ? の「交通基盤の整備」ですが、幹線道路網の調査及び整備を推進し、高速道路との

良好なアクセスを確保することとしています。また、中部国際空港との海上アクセスの

整備を図ることとしています。 

 ? の「伊勢地域を中心とした集客交流の推進」ですが、2005年日本国際博覧会の開催

や中部国際空港の開港に対応した集客交流戦略を推進することとしています。 

  ? の「情報通信産業をはじめとする産業の振興」ですが、市街地通信可能型ＣＡＴＶ

局のエリア拡大、県内他同局とのネットワーク化の形成について検討するとともに、

「志摩サイバーベースプロジェクト」の進行に併せて情報通信産業の振興を図っていく

こととしています。 

 ? の「伊勢湾の総合的な利用と保全」ですが、健全で活力ある伊勢湾を次世代へ継承

するため、関係自治体等広域的な連携のもと、総合的・広域的見地から総合的な利用と

保全に努めることとしています。 

 主要事業としては、近畿自動車道伊勢線及び名古屋大阪線の整備、中勢北部サイエン

スシティ、ニューファクトリーひさい工業団地等の諸事業です。 

 以上です。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、最後になりましたが、滋賀県からお願いいたします。 

○滋賀県 琵琶湖東北部区域の建設計画についてご説明させていただきます。 

「要旨」の27～28ページ、「参考図」の14ページをご覧いただきたいと思います。 

  本区域は、滋賀県の東北部に位置しており、西は琵琶湖に接し、東は伊吹、鈴鹿山系

の広がる豊かな自然と文化に恵まれ、潤いのある生活環境を形成しております。 

 また、国土のほぼ中央に位置し、近畿、東海、北陸の結節点にあたることから、古く

から人や文化の往来が活発で、現在も主要な幹線道路や鉄道網が集中する国土交通の要

衝の地であります。 

  まず、計画の基本的方向ですが、本地域の自然的・文化的・社会的条件を踏まえまし

て、「環境の世紀」と言われる21世紀において、エコロジーとエコノミーの両立を柱と
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して、「暮らしに心から豊かさを実感できる地域づくり」を目標に開発・整備を図る必

要があると考えております。 

  具体的には、「環境こだわり県」としての様々な環境への取り組みを進める中で、環

境負荷に配慮し、持続可能な節度ある発展を目指した産業活動の展開を行うなど自然環

境の保全に努めるとともに、「近江歴史回廊構想」をはじめとする固有の文化や歴史を

活かした文化都市圏の形成を目指し、効果的かつ効率的な地域経営を図るため、県境を

超えた広域連携として、福井、岐阜、三重、滋賀４県の連携事業を進めているところで

ございます。 

 また、琵琶湖の総合保全につきましては、「琵琶湖と人との共生」を基本理念として

掲げ、琵琶湖を21世紀における湖沼保全のモデルとして健全な姿で次の世代に継承する

ため、水質の保全、水源の涵養、そして自然的環境・景観の保全の３つの観点から、県

民、事業者、行政等のパートナーシップに基づいて各種施策を総合的に実施することと

しております。 

  特に、先ほど知事が合同会議のあいさつの中で申し上げましたが、本年11月に開催す

る「第９回世界湖沼会議」、同時に開催をいたします「びわ湖国際環境ビジネスメッ

セ」や2003年開催の「第３回世界水フォーラム」を通じまして、国際間、地域間のパー

トナーシップをより深める機会として、21世紀にふさわしいライフスタイルのあり方を

構築していきたいと考えております。 

  また、広域交通網の要衝としての優位性を十分活かしまして、さらに広域的な交流機

能を強化し、産業の振興や生活環境の向上を図るため、北陸本線と湖西線の連携等をは

じめ、琵琶湖環状運行の実現に向けて北陸本線等の整備を促進するなど交通網の整備と

ともに、ＩＴ推進を図るため、高度情報通信基盤の整備に努めることとしています。 

  次に、地域別の基本的方向についてですが、本区域の中心となる彦根市、長浜市につ

きましては、一定の工業集積が図られてきているものの、湖南地域に比較いたしますと

相対的に低いことから、滋賀県立大学等の高次の教育・研究機能の充実を図り、産学官

の連携を推進することにより、商業や学術・文化の集積に努めるとともに、21世紀にお

けるキーテクノロジーの活用を地域振興に結びつけていくため、長浜サイエンスパーク

を核とした産業集積を図るなど、時代に対応した広域的な地方拠点都市地域を形成して

まいりたいと考えております。 
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  また、周辺地域ですが、恵まれた自然環境や数多く分布している歴史・文化資源を背

景に、自然と歴史のふれあうリゾート地の整備や、圏域を超えた観光ルートを整備する

など、心身のリフレッシュが図れる国民的な知的休養の場として、魅力ある地域づくり

に努めてまいりたいと考えております。 

  主要事業といたしましては、長浜サイエンスパーク、あるいは長浜港の整備、琵琶湖

流域下水道、県立大学の整備・充実などのプロジェクトを進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

  以上をもちまして、各県からの説明は終わらせていただきます。 

  続きまして、「平成13年度中部圏事業計画(案)」につきまして、事務局から内容の説

明をお願いいたします。 

○事務局（川上計画官） それでは、ご説明させていただきます。 

 お手元の資料５－１は諮問文、５－２が「平成13年度中部圏事業計画(案)」で、５－

３は、その事業計画(案)に記載された主要なプロジェクトを図面で示したものです。こ

れからの説明は、資料５－３の参考図をご覧いただきながら、本年度中に供用開始する

もの、あるいは新たに着手するものを中心に、主なもののみご説明させていただきたい

と思います。 

 まず１ページ、これは道路に関してです。近畿自動車道名古屋神戸線、いわゆる第二

名神高速道路については、第二東名高速道路等と併せて、首都圏及び近畿圏を結ぶ東西

の交流を緊密にして中部圏の均衡ある発展を図るために整備が進められているところで

すが、本年度については、図面の丸で囲っているところですが、湾岸弥富～みえ川越間

の約８㎞を供用開始する予定です。 

 ２ページは、名古屋高速道路のうち高速名古屋小牧線については、楠～小牧南間の 

5.4㎞が平成13年３月10日に既に供用しており、小牧南～小牧間の 2.8㎞について今月

19日に供用される予定になっています。 

  次に３ページ、鉄道についてですが、北陸新幹線は、首都圏、近畿圏、他の圏域との

連携強化、中部圏内の地域相互間の交流を促進する、あるいは鉄道サービスの向上を図

るための整備計画路線で、糸魚川～新黒部、石動～金沢、長野～上越間の建設を推進し
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ているところです。上越～糸魚川、新黒部～富山間については、本年度から新たに着手

することとしています。それ以外の区間については所要の調査を実施するということで

す。 

 また、中央新幹線についての記述が真ん中にありますが、東京都～大阪市間の地形・

地質の調査を実施していくこととしています。 

 次に４ページ、名古屋市の４号線ですが、名古屋市初の環状地下鉄線として、鉄道ネ

ットワークの強化を目的に整備が進められており、大曽根～砂田橋間の約 1.7㎞につい

ては平成12年１月に既に開業したところです。現在は砂田橋～名古屋大学間の約 4.5㎞

及び名古屋大学～新瑞橋間の約 5.1㎞について事業中です。 

  次に５ページ、まず港湾等についてですが、中部圏における海上輸送の国際競争力の

強化を図るため、大型コンテナ船の就航が可能となるように、清水港新興津地区におい

て大水深の国際海上コンテナターミナルの整備を推進します。それから、四日市港の霞

ヶ浦北ふ頭地区において新規に整備に着手することになっています。 

 また、名古屋港金城ふ頭へのアクセスの確保と名古屋市南西部の基幹的公共交通サー

ビスの充実を図るため、名古屋港の金城～稲永間約 4.4㎞において臨港鉄道の整備を推

進します。 

  次に、空港等についてですが、中部国際空港については、中部圏における航空需要の

増大に対応するため、また、2005年日本国際博覧会の開催に合わせた供用を目指して、

埋立工事等を推進しています。能登空港については、滑走路等の整備を推進します。ま

た、静岡空港については、用地造成等を推進することになっています。 

  ６ページは、「住宅、住宅用地及び市街地」ですが、小幡駅前地区において、商業、

居住、文化などの諸機能が調和した都市空間の形成や駅前広場の整備、良好な景観の創

出による都市環境の改善等を図るため、市街地再開発事業の完成を図っていくというこ

とです。 

 ７ページの「水資源の開発及び利用」についてですが、長島ダムについては、静岡県

内への水道用水、かんがい用水の供給等を目的として整備が進められており、本年度事

業完了の予定です。 

 また、豊川総合用水事業については、愛知県、静岡県へのかんがい用水の供給等を目

的としてダムなどの整備を進めています。これも本年度完了の予定です。 
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 さらに、老朽化した木曽川大堰などの改築を目的とした木曽川用水施設緊急改築事業

についても、本年度事業完了を図ることになっています。 

 また、「国土保全施設」としては、河川関係で、中部圏における洪水等による災害の

防止、河川環境の保全・創出等を図るため、河川の改修、環境整備等を推進するととも

に、豪雨等による災害の復旧を図っているところです。本年度は、勢田川における直轄

の河川環境整備事業、大野川における床上浸水対策特別緊急事業、宮川における広域基

幹河川改修事業等に着手することになっています。 

 また、昨年９月の東海豪雨によって被災した庄内川、新川及び天白川においては、河

川激甚災害対策特別緊急事業を推進していくということです。浅水川については、河川

災害復旧等関連緊急事業の完了を図ってまいります。 

 それから、「海岸保全施設」としては、津波、高潮による災害などの防止を図るた

め、猟師漁港海岸における高潮対策事業を新規着手するとともに、飛島海岸において高

潮対策事業の完了を図ることとしています。 

 以上、簡単に「平成13年度中部圏事業計画(案)」の概要についてご説明いたしまし

た。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 

 ただいま大きく分けて３種類の説明がございました。１つは「中部圏都市整備区域建

設計画(案)」について、もう１つは各県から「都市開発区域建設計画(案)」について、

最後に、事務局から「平成13年度中部圏事業計画(案)」についてご説明いただいたわけ

でございます。この３つにつきまして審議させていただきたいと思います。 

 もし今のご説明の内容につきましてご質問あるいはご意見がございましたら承りたい

と思います。ご発言をどうぞお願いいたします。どなたからでも結構でございます。 

○林委員 今の３つのご説明と、先ほどの合同会議でご説明いただいたところとの関係も

含めて、私が気がついた問題点を簡単に申し上げます。 

 基本的に、合同会議で局長がご説明になったところは、これからはインフラをつくる

だけではなく、維持管理に非常に大きなウエートが出てきて、その財源的な問題という

か、財政政策が非常に大きな問題になってくるという認識を示されたわけですが、それ

と只今ご説明になった区域別の建設計画の案がかなりの不整合があるような気がしま

す。 
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 つまり、どういうことかといいますと、各区域についての理念の部分がそういう認識

にまだ立っていないということで、恐らく別途つくられたものという印象を受けまし

て、建設維持というところに非常に重点が置かれていて、全部維持するということに固

執しているのではないかと思います。そういう意味で、私は、全体としての土地利用に

ついての大きな認識をここで示しておく必要があるのではないかと思います。 

 今ここで示されているインフラの多くのものは、今後50年くらいは大きな影響がある

ようなものがたくさん出ております。そのあたりまで影響するとすれば、造る、維持す

るだけではなく、土地利用的に撤退するところを考えていかないと、明らかに財政的に

破綻するわけです。 

 人口が2050年には全国ベースで１億人を切るくらいになってきます。しかも、先ほど

のお話では、都市から１時間圏の外はより急速に人口が減るということになっています

ので、このような場所すべてでインフラを維持し続けることは、非常に厳しくなってき

ます。そのため、どこの地域を残すかということを考える必要があります。ほぼ旧来の

中心市街地のような所は、きちんと整備し再生する必要があるでしょう。それ以外の最

近になってスプロール的に発展したような所をどのように元に戻していくかという、非

常に積極的な撤退プログラムが組み込まれていないと、破綻するのではないかと思いま

す。 

 民間の委員の方もおられますので、会社だったら、はっきりこれが破綻するというこ

とがわかるのではないかと思います。そういう意味で、このそれぞれの区域別計画が修

正されるべきことは、まだこれから議論していただく、あるいは事務局のほうでお考え

でしょう。その際に、撤退することを考えると、次の展望が見えてくると思います。 

 実は私どものグループでも、名古屋市だけに限っていますが、郊外のスプロール地区

から撤退し、都心部の人口が現在３％くらいしかないのを10％くらいまでに戻そうとい

う試算をしてみたところ、名古屋市内の交通量が最大40％くらい減るという結果が出て

きたわけです。そうすると、郊外のインフラの維持の費用を減らすことができますし、

道路を自動車交通だけに使わなくてもいいので、都心部をもっと魅力的な緑道にするこ

とも可能になってくる。あるいは環境負荷も40％くらい減るといったことも出ておりま

す。 

  そういうふうなこともありまして、まあ詳細は省きますが、かなり積極的に撤退する
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というケースも検討してみる時期に明らかに入っていると思います。合同会議で出され

たスタンスというのはまさにそこに入ってきているわけですので、そういうことをぜ

ひ、今後検討をしていただければと思います。 

 以上です。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 

 撤退というか、新しい時代の流れに合わせて色分けして再建設すると。東京などでも

今、都心に随分人が入ってきて、マンションがたくさん売れて、むしろ郊外のほうは―

―というふうな新しい現象が起こっていますね。 

 今のことにつきまして、事務局のほうで何かご意見がございましたらお願いします。 

○事務局 (小峰局長)  ちょっと補足的に説明させていただきます。 

 先ほど私のほうから財源の制約についてご説明いたしましたが、幾つか保留条件があ

りまして、あれはいろいろな仮定の前提の置き方によって大分姿が変わってまいりま

す。例えば、どうやってプライマリーバランスを維持していくかという点について、簡

単にいえば成長率がどれくらいになるかによっても随分違いますし、また、歳入を増や

すのか、歳出を削るのかによっても随分違いますし、それから社会保障でどれくらい削

るのかといったことなど、随分いろいろなケースがあり得ます。したがって、先ほどお

示ししたのは、そのうちのごく一部ですので、いろいろなバリエーションがあり得ると

いうことです。 

  それからもう１つ、それであっても結構、投資規模は依然として大きいということも

いえる。ということで、特に当面の間は、現状より減らしていったとしても、ＧＤＰに

占める割合としてはまだまだ高いということですので、本日お示ししたような計画は、

先ほどのような前提でも、それほど非現実的なものではないというふうに一応なってい

るのではないかと思います。もちろん、今後全体の流れが大きく変わってきた場合に

は、この計画自体も弾力的に見直していかなければいけないと思います。 

 それから、確かにこういった計画になりますと、どうしてもハードの施設の整備が議

論の中心になってくるということで、これはいろいろな計画に共通していえることです

が、またいろいろなご意見があると思いますが、施設だけではなく、ソフトの利用の仕

方とか、土地利用のあり方とか、そういったところも含めて今後もう少し工夫する余地

があるということは確かに感じております。 
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○太田分科会長 ほかにございますか。――どうぞ。 

○竹内(礼)委員 私は、地域を回って歴史や文化の調査をして、それを紹介するといった

仕事をしていますが、中部地方の絵を見て思ったのは、一体感があまりないというこ

とで、四国や九州だと中部地方よりは一体感があるだろうと考えたわけです。 

 それから、各区域の説明を受けますと、「伝統産業」とか「伝統工芸」というものか

ら、今は各区域の目玉として「先端技術産業」というふうに書かれていて、モノづくり

について高度な技術を持っていた地域なのだろうと思われます。それで、モノづくりが

盛んだったということは何かといえば、そこに消費者がいた。消費者につなげるための

道があって、それから消費者につなげるための市が開かれたというふうな、ハードな

面、ソフトな面でモノづくりを育てたという歴史があると思います。 

 そうすると、これから最先端技術産業というものも本気で育てていくのだったら、こ

れからの時代の“市”なりこれからの時代の“道”というものを、このいろいろな計画

の中につなげた形でやっていっていただきたいと思います。 

 最初に「一体感がない」と言いましたが、考えてみると、道路で行くにも鉄道で行く

にも静岡から富山に行くのは大変だ。もしかしたら飛行機なら行けるのかもしれないと

か、それから、どっちにしても、これだけ海があるのだから、船をもっともっと使う道

もあるのかもしれない。 

 それで、静岡での歴史でいえば、先ほどの説明では清水港が国際港湾と位置づけられ

ていますが、実は明治維新の後、清水港というのは別に国際的な貿易港ではなかったの

です。鉄道ができてから、静岡のものはほとんど横浜に運ばれて、横浜から輸出されて

いた。でも、そうではなく、何とか清水からモノを運びたい、清水港から直接輸出をし

たいんだと言って、民間の業者と役所が、必死になって、本気になって船会社に交渉

し、それで国際的な港になったんだということもよく知っておいていただきたい。 

 ただ絵に描いていって、これは重点地区だというふうな言い方ではなく、これをどう

してもやりたいんだというのだったら、ちょっと皮肉なことを言いますが、先ほど各県

の説明では、「うちは、こういう理由でこれをやりたいんだ」というふうな熱意が感じ

られませんでした。この次の会には期待します。 

○太田分科会長 ほかに何かありますか。――どうぞ。 

○平山委員 せっかくの機会ですから、これは要望ということになりますが……。 
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 この国土審議会も、かつては国土庁の所管だったわけですが、今度は国土交通省とい

うことで、従来よりももっと実施段階まで踏み込んだ会になってきているのかな、とい

う印象があります。 

 それで、先ほどの局長の説明の中で、要するにコストを引き下げるという話がありま

したが、今、民間企業が本当にコストを引き下げるのに必死になっているのに対して、

公共事業あるいは公共投資の中ではコストを引き下げる意欲が非常に少ないと思いま

す。例えば、公共事業で予算の見直しをするときに、嵩上げするのは全部やっています

が、実は市町村の段階で見ますと、同じ公共事業のコストが非常に違います。ばらばら

です。私も長野県の公共投資の評価委員会の委員をしているのでわかっているのです

が、どうして同じものなのにこんなにコストが下がるのかというのが実に不思議でしよ

うがないのです。 

 ましてや、国などが予算をつけるときに、積算をしてそれだけに予算枠をつくります

と、実はそれよりもうんと安くできるのに、せっかくもらったものは使っちゃえとい

う、そういう意識が働くのかどうか知りませんが、結局ハイコストになってしまうので

す。ですから、そういうときには、「予算の節約をやりましたよ」ということに対して

は、何かのメリットを与えてやる必要があると思います。 

 これからはそういうインセンティブを高めるような方策を組み入れていかないと、実

際のコスト引き下げ効果というのは非常に少なくなると思いますので、これは要望なん

ですが、そういった点ぜひ考えていただければありがたいと思います。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 そろそろ時間ですが、私からもちょっと聞きたいことがあります。 

 各県の「都市開発区域建設計画(案)」ですが、全県のいろいろなところを全部カバー

していないですね。これは、やはり重点的にこうだということですか。例えば、長野県

の場合、北信と南信だけはありますが、諏訪とか松本あたりのプロジェクトは何もない

とか、そういうことになるわけですか。長野県のど真ん中の広い地域ですが、あそこは

開発が済んでしまって関係がないと。 

 例えば、この滋賀県でも、湖東の話はあったが湖西はなかったとか、どういうふうに

仕分けてこのようになっているのですか。 

○事務局（川上計画官） 中部圏の整備計画全体のスキームをご説明させていただきます
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と、まず中部圏全体のビジョンとしては、基本計画という15年計画があり、昨年策定

されています。これは対象とする地域全体の計画です。次には本日ご審議いただいて

いる建設計画という５カ年計画があります。これは都市開発を特にエンカレッジして

整備していく部分を抽出して「都市開発区域」として指定しているものを対象とし

て、その部分について特にメリハリをつけて開発していこうというものです。従って

全域についての計画にはなっておりません。 

 ちなみに、今おっしゃった滋賀県については、実は近畿圏と重なり合う部分がござい

まして、近畿圏のほうにも当然「都市開発区域」がございまして、中部圏になくて、近

畿圏で一部指定されている部分がある、そんなような形のスキームになっております。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 ちょうど時間が来ましたので、もしよろしければこれで打ち切らせていただきます

が、何か特にご発言がございますか。――よろしゅうございますか。 

  それでは、他にご発言もないようでございますので、皆様にお諮りいたします。諮問

のございました「中部圏都市整備区域建設計画(案)及び都市開発区域建設計画(案)」並

びに「平成13年度中部圏事業計画(案)」については、原案どおりでご異議ございません

か。 

             〔「異議なし」の声起こる〕 

○太田分科会長 ご異議がないようでございますので、案件について異議ない旨を国土

審議会会長に報告し、同意を求めたうえで答申を行うことといたします。 

 以上をもちまして、本日の議事予定はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、国土審議会第１回中部圏開発整備分科会を終わらせていただきま

す。 

 本日は、長時間にわたりまして熱心にご審議いただきますとともに、議事進行にご協

力賜りましたことを心から感謝申し上げます。 

 どうもありがとうございました。 


