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序

章

基本構想策定の趣旨

本県は、周囲を高い山に囲まれ、隣接地域との交流に制約があったことから、中央
本線の開通や中央自動車道の全線開通など、他県との新たな交通手段が確立した時を
契機に経済が活性化し、大きく飛躍してきた歴史※１があります。
そして 21 世紀初頭の今、間近に迫った※２リニア中央新幹線※３の開業は、国内外と
の交流の拡大や新たな産業の創出など、本県の将来の発展の起爆剤となることが期待
されています。
こうした中で、2027 年（平成 39 年）のリニア開業を見据え、そのメリットを最大
限に生かすとともに、デメリットを克服しながら、県民が一体となって、本県の将来
の発展につなげていくため、リニアを活用した県土づくりの基本的な指針として「リ
ニア活用基本構想」（以下「基本構想」という。）を策定することとしました。
基本構想は、
「第二期チャレンジ山梨行動計画」と整合を図るとともに、リニアの特
性や本県の持つ優位性、独自性を生かし、リニアを活用した本県の望ましい将来像を
描きながら、県内各地とのアクセスをはじめとする基盤整備のあり方や県全体の活性
施策の方向性を明らかにします。
※１：山梨発展の歴史
■ 明治時代の中央本線甲府駅以東の開通（1903 年（明治 36 年）
）という近代的な交通手段の
確保は、物流の迅速・多量化とともに、外部からの人や情報の流入をもたらすなど、本県
の近代化に大きな役割を果たしました。
■ 昭和時代の中央自動車道の全線開通（1982 年（昭和 57 年）
）は、自動車による高速交通時
代の幕開けとして、先端技術産業の集積をはじめ、市場拡大に伴う果樹王国山梨の確立、
観光山梨の実現に大きく寄与しました。
※２：間近に迫った
■ リニア中央新幹線は、2011 年（平成 23 年）5 月、全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計
画路線へ格上げされ、営業・建設主体に指名されたＪＲ東海が、東京都・名古屋市間の概
略ルートや概ねの駅位置を公表するとともに、駅として必要な施設の建設費負担を表明し
たことなどにより、2027 年（平成 39 年）の東京都・名古屋市間の営業開始に向けて歴史的
な転機を迎えました。
■ 甲府盆地南部とされた中間駅については、2011 年（平成 23 年）11 月、甲府市大津町周辺
とすることを県民の総意としてＪＲ東海に要請しました。今後は、ＪＲ東海が作成する環
境影響評価（以下「環境アセス」という。）準備書の中で、詳細な駅の位置とルートが明ら
かにされることとなります。その後、手続きが順調に進めば、工事実施計画の認可を経て、
2014 年（平成 26 年）度以降には事業着手が見込まれています。
※３：リニア中央新幹線
■「リニア中央新幹線」は、基本的に「リニア」と表記していますが、
「リニア中央新幹線計
画」など、文脈に応じて使い分けています。
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本県の現状と課題

１.本県の現状
①本県の地勢
本県は、日本列島のほぼ中央に位置し、周囲を富士山をはじめ南アルプス、八ヶ
岳連峰、秩父山系などの 2,000ｍ級～3,000ｍ級の山々に囲まれた内陸県です。
また、山岳をはじめ湖沼や渓谷などの美しい景観に富み、富士箱根伊豆国立公園
など自然公園に指定されています。
図１－１ 本県の地勢

出典：
「国土基盤地図」
（国土交通省）

②高速交通基盤
本県は東西に横断する中央自動車道及びＪＲ中央本線によって、東京・神奈川方
面並びに長野県南部を経由して中京圏にアクセスできます。特に中央自動車道の利
用により、首都高速の入口である高井戸インターチェンジ（以下「ＩＣ」という。）
まで、甲府南ＩＣからおよそ 80 分、県境の上野原ＩＣからは 40 分弱の時間距離に
あります。
しかし、中央自動車道上野原ＩＣ以東については、都心から放射状に伸びた高速
道路ネットワークの中で唯一６車線化されておらず、ここで発生する慢性的な渋滞
が、首都圏全域に経済的及び時間的な影響を与えています。
図１－２ 本県の主要な高速交通基盤

出展：山梨県リニア交通局作成
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③農林業
本県の農業は、東京圏に近い有利な立地条件や変化に富んだ自然条件を生かしな
がら、農業者のたゆまぬ努力と高度な生産技術の確立などにより、果樹、水稲、野
菜、花き、畜産などの特色ある産地を形成しています。中でも、果樹は農業生産額
の５割以上を占め、ぶどう、もも、すももは、全国一の生産量を誇っています。
また、
「桃の花が一面に咲き誇る果樹園」、
「傾斜地に広がるぶどう棚」、
「周りの山々
を背景に稲穂が実る水田」等の景観は、県民だけでなく来県者の心を潤す財産にも
なっています。
一方、経済のグローバル化の進行、消費者ニーズの多様化など、農業・農村を取
り巻く状況は大きく変化し、農業従事者の高齢化や長引く農産物価格の低迷などの
課題を抱えています。
図１－３ 本県の農業生産額

出展：平成 23 年農業及び水産業生産額実績（山梨県農政部）をもとに作成

本県は、森林が県土の約 78％を占める全国有数の森林県であり、この森林は木材
の生産のみならず、洪水や土砂災害から県土を保全するとともに、地球温暖化を防
止するなど極めて重要な機能を有しています。
しかし、近年は、林業採算性の低下や担い手の減尐などにより、民有林の多くは
手入れが行き届かず荒廃が進み、木材生産に支障を来すとともに森林の公益的機能
が発揮できないなど、森林資源が十分に活用できないおそれが生じています。
図１－４ 本県の土地利用

出典：
「山梨県都市計画マスタープラン」
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④商工業
本県の商業は、県民の豊かな生活を支えるとともに、本県経済の一翼を担う産業
として発展してきましたが、近年、消費者ニーズの多様化、車社会の進展や郊外型
大型店の出店による商圏の変化に加えて、人口減尐社会への対応など、本県商業を
取り巻く環境は大きく変わりつつあります。
図１－５ 利用店舗の推移
大型店
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出典：
「平成 22 年度山梨県商圏実態調査結果報告書」
（山梨県商工会連合会、甲府商工会議所、富士吉田商工会議所）

本県の工業は、全国的にも有名なジュエリー、ワイン、織物、印章、和紙をはじ
めとして、本県の風土に根ざしたさまざまな地場産業があります。さらに、エレク
トロニクス（電子技術）やメカトロニクス（電子機械）などの先端技術産業の立地
も進み、活発な生産活動が展開されています。
こうした中で、本県工業の製造品出荷額は高水準に推移してきており、本県経済
の大きなけん引力となっています。
表１－１

出荷額が全国の上位を占める主な産業

品目

出荷額
百万円
28,532
20,410
12,813
174,204
1,055
62,179

貴金属製装身具
ミネラルウォーター
果実酒
電子回路形成用処理装置※
障子紙・書道用紙
フラットパネルディスプレイ製造装置
※半導体製造装置のひとつ
注）順位については、公表されている都道府県の中の順位
出展：
「平成 22 年工業統計表 品目編」
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全国シェア
％
29.7
26.5
23.6
20.7
15.5
13.7

順位
位
1
1
1
1
2
3
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⑤観光
本県は、東京近郊に位置しながら、富士山、南アルプス、八ヶ岳などの豊かな自
然環境や、ももやぶどうなどの特産物、ワイン醸造などに代表される特徴ある地場
産業、さらには県内各地に分布する温泉など、多くの観光資源を有しています。
また、地域資源を活用した新しい形の観光を創出する取り組みも盛んに行われ、
こうした地域の自然、特産物や地場産業等を生かした様々な観光形態が芽生えてい
ます。
平成 23 年山梨県観光入込客統計調査によると、本県を訪れる観光客は、東日本大
震災の影響もあり、23,554 千人（うち外国人観光客は約 211 千人）となっています。
圏域別にみると、富士・東部圏域が 9,830 千人と、全体の４割以上を占めていま
す。
図１－６ 圏域別観光入込客数（実人数等）
峡中
3,792,105
16%
富士・東部
9,830,292
42%

峡東
4,613,823
19%

峡北
3,502,893
15%

峡南
1,814,887
8%
出典：
「平成 23 年山梨県観光入込客統計調査報告書」

図１－７ 国籍別外国人宿泊者数※

その他
32,480
16%

香港
11,650
5%
タイ
17,870
9%
その他
18,030
9%

中国
87,510
43%

台湾
36,930
18%
出典：
「宿泊旅行統計調査」（観光庁）※H23.1～12
※：従業者数 10 人以上の宿泊施設における外国人宿泊者数（延べ人数）
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２.本県の優位性
①豊かな自然環境・豊富な自然エネルギー資源
本県は、富士箱根伊豆・南アルプス・秩父多摩甲斐国立公園、八ヶ岳中信高原国
定公園などの自然公園に囲まれ、春には桃の花が咲き、秋には周囲の山々が紅葉に
染まり、冬には富士山や南アルプス連山が雪化粧するなど四季折々の美しい景観が
望める、水と緑にあふれる豊かな自然を有しています。
また、全国トップクラスの日照時間を誇り、冬に晴天が多いことから太陽光発電
に適するほか、水力やバイオマスのエネルギーを生み出す豊かな水や森林など、多
様な自然エネルギー資源に恵まれています。
②特色ある農産物や地場産業
本県は、日照時間が長く降水量が尐ない、朝夕や夏冬の気温差が大きい盆地特有
の気候を有し、日本一の生産量を誇るももやぶどう、すももをはじめとする果樹王
国を形成しています。
また、ジュエリー、ワイン、織物をはじめ、印伝や印章に代表される伝統工芸品
など、全国に誇る特色ある地場産業が引き継がれています。
③高度な技術を有するものづくり産業
本県には、数値制御装置、電子回路形成用処理装置等に代表される高度なものづ
くり産業をはじめ、山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターを中心とする燃料電池
関連技術に関する最先端の研究開発拠点等が集積しています。
④多彩な観光資源
本県は、富士山、南アルプス、八ヶ岳などの豊かな自然環境、もも、ぶどうなど
の果樹園が織りなす農村景観、さらには、県内各地に分布する温泉など、多種多彩
な観光資源に恵まれています。
特に富士山は、江戸時代に関東を中心に大流行した「富士講」などに見られるよ
うな独特の性質を持つ富士山信仰を育むとともに、海外の芸術家にも影響を与えた
浮世絵などの多くの芸術作品にも取り上げられてきており、現在、世界文化遺産登
録に向けた取り組みが進められています。
⑤安全・安心な社会・県土
本県は、東日本大震災を契機に、首都圏にある企業が本県への進出を検討すると
ともに、県内企業との取引に増加が見られるほか、都会に住む人々が二地域居住や
別荘保有などに関心を寄せる動きに見られるように、犯罪件数が尐ない安全で安心
な社会や、台風などの自然災害に強い県土が評価されています。
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３.時代の潮流と本県の課題
社会経済のグローバル化が急速に進展する中で、地球規模での取り組みが求められ
る一方で、国内では、尐子高齢化や地球環境問題の深刻化、新たな高速交通時代や知
識基盤社会への対応、地震などの大規模災害に対する安全で安心な社会づくりなど、
これまでに経験したことのない大きな課題への対応が求められています。
①人口減少社会の到来
今後、わが国では人口減尐が進み､最も早く進んだ場合、本県の人口は、2025 年
（平成 37 年）に 80 万人まで落ち込むと予測されています。また、本県は全国より
も高齢化が進んでいるとともに、依然として尐子化も進んでいる状況です。
総人口の減尐や団塊世代の高年齢化等により、消費者人口と労働力人口の減尐と
いう需要と供給の両面での縮小が生じることから、経済活動の停滞が心配されます。
また、高齢化が著しく進む地域では、日常的な支え合い機能が衰退し、コミュニ
ティそのものの維持が困難となる地域の増加が見込まれます。
このような中、国民のライフスタイルの多様化により、経済優先、効率優先から
ゆとり重視、本物志向に価値観も変化しており、東日本大震災を経て人と人の絆が
重視され心の豊かさを求める時代になりつつあります。
今後は、これまでの人口増加や経済成長を前提とした社会システムを見直す中で、
本県の特性でもある豊かな自然環境等を活用した新たな魅力ある県土づくりを進め
ていき、交流人口・定住人口を増加させるような取り組みが求められます。
②エネルギーの地産地消
本県は、これまで「クリーンエネルギー先進県やまなし」を目指し、豊かな自然
環境に恵まれている本県の地域特性を生かして、太陽光発電や小水力発電等の導入
に取り組んできました。
また、2012 年（平成 24 年）7 月に施行された「再生可能エネルギー固定価格買取
制度」は、民間事業者による発電事業への参入を促すものであり、本県においても、
クリーンエネルギーの導入を一層促進させる大きな契機となっています。
一方、省エネルギー対策については、国が技術革新と政策誘導によるエネルギー
消費の削減に取り組んでおり、また、東日本大震災以後、県民、事業者、行政が一
体となって節電に取り組むなど、省エネルギーに対する関心が高まっています。
こうした状況を踏まえ、本県ではクリーンエネルギーの導入促進と省エネルギー
対策を両輪とする「エネルギーの地産地消」を目標に掲げ、概ね 2050 年頃までに、
県内で必要なエネルギーを 100 パーセント県内で賄うことを目指して取り組むこと
としました。
今後は、県民、事業者、行政がそれぞれの役割に応じて「エネルギーの地産地消」
へ着実に取り組むことが求められています。
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③グローバル化の進展
（経済のグローバル化）
東日本大震災による産業基盤の被害、円高の進行、さらにはヨーロッパ信用不安
など海外経済の減速などに伴い、国内経済は依然として厳しい状況にあるものの、
復興関連需要などから緩やかに回復しつつあります。
一方、経済連携協定（ＥＰＡ）や自由貿易協定（ＦＴＡ）、さらには環太平洋パー
トナーシップ協定（ＴＰＰ）など新しい貿易の枠組みを通じて、世界的に広域的な
貿易・投資の自由化が進む中で、労働集約的な製造業の海外移転や知識集約的な産
業への移行が見られるなど、高度な専門技術・ノウハウを持った人材への需要が高
まっています。
世界の経済構造が大きく変わりつつある中、今後、本県においては、
「産業振興ビ
ジョン（平成 23 年３月策定）
」に基づき、県内中小企業の経営革新や業種転換が促
進され、国際競争力のある企業に成長することが期待されています。
（国際観光の進展）
本県では、国際競争力の高い魅力ある観光地づくりの推進に向け国が認定する「観
光圏整備実施計画認定地域」に、「富士山・富士五湖観光圏（平成 20 年 10 月）」と
「八ヶ岳観光圏（平成 22 年４月）」が認定されています。
また、本県を訪れる外国人観光客数は、東日本大震災による落ち込みが徐々に回
復しつつあり、宿泊観光客に占める外国人の割合が高い本県においては、本県の魅
力や安全性などの海外への情報発信に一層力を注いでいく必要があります。
今後、世界文化遺産登録を目指して取り組みを進めている富士山をはじめ、八ヶ
岳南麓など、世界的な観光地として大きく発展する絶好の機会であることを踏まえ、
国内外の観光客による長期滞在型の観光エリアとして、より一層の整備や観光客の
誘致が求められています。
④新たな高速交通時代の到来
中部横断自動車道の事業区間である増穂ＩＣ以南が、平成 29 年度中の全線供用開
始に向けて整備が進められています。
また、地域高規格道路である新山梨環状道路の北部区間及び東部区間は、早期の
事業化に向け都市計画決定の手続きを進めており、西関東連絡道路については、甲
府山梨道路Ⅱ期として山梨市万力～岩手間の整備を進めており、このうち万力ラン
プ～八幡南ランプ間は、2014 年（平成 26 年）度中の供用開始を目指しています。
今後、リニアの整備と合わせ、中部横断自動車道の増穂ＩＣ以南の早期完成をは
じめ、長坂～八千穂間の基本計画区間の整備計画区間への早期格上げ、中央自動車
道の上野原ＩＣ以東の改築計画、スマートインターチェンジ（以下「ＳＩＣ」とい
う。）等の整備、新山梨環状道路（北部区間・東部区間）の整備など、骨格道路網の
整備に向けた取り組みが求められています。
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⑤知識基盤社会の到来
2012 年（平成 24 年）７月に決定された国の「日本再生戦略」では、それまでの
「新成長戦略」が再編・強化され、今後の我が国の再生に向けて進むべき方向性が
示されるとともに、
「グリーン成長戦略」、
「ライフ成長戦略」、
「科学技術イノベーシ
ョン・情報通信戦略」など、11 の戦略と 38 の重点施策が設定されました。
本県においては、燃料電池の実用化に向けて、山梨大学の燃料電池ナノ材料研究
センターに、県内企業と共同で実用化研究を行うスペースを併設し、技術者の養成、
燃料電池関連産業の育成を図るほか、
「山梨燃料電池実用化推進会議」を設置し、燃
料電池の実用化と関連産業の集積・育成に向けた方策の検討を進めています。
今後は、科学技術に関する産学官連携を一層進め、新しい技術シーズや高度な専
門知識を持つ大学や試験研究機関等と企業が連携して、新製品や新事業をつくり出
すことが求められています。
⑥安全・安心に対する意識の高まり
本県は台風などの自然災害による被害が尐なく、犯罪件数も尐ないなど、全国的
なデータから安全性の高さを見て取ることが出来ます。
一方、2011 年（平成 23 年）３月に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に
未曾有の被害をもたらし、人々の安全に対する意識を大きく変える出来事となりま
した。
本県においても、遠くない将来の発生が指摘されている東海地震や、広い範囲に
被害が及ぶと心配される富士山噴火などの大規模災害に備え、
「地域防災計画」や「防
災アクションプラン」の見直しを行ったところです。
今後は、より安全で安心な県土づくりを積極的に進めるとともに、その安全性を
国内外にＰＲし、企業誘致や定住促進につながる取り組みが求められています。
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第２章

リニア中央新幹線計画

１.整備計画の概要
全国新幹線鉄道整備法第７条第１項の規定に基づき、2011 年（平成 23 年）５月 26
日、国土交通大臣が決定した整備計画は次のとおりです。
リニアは、国土交通大臣から指名及び建設指示を受けたＪＲ東海が建設主体となり、
東京都・名古屋市間は 2027 年（平成 39 年）、名古屋市・大阪市間は 2045 年（平成 57
年）の開業を目指して事業が進められます。
表２ー１ 中央新幹線の建設に関する整備計画

整
備
計
画

建設線

中央新幹線

区間

東京都・大阪市

走行方式

超電導磁気浮上方式

最高設計速度

505 キロメートル/時

建設に要する費用の概算額
（車両費を含む）
その他必要な事項

90,300 億円
主要な経過地

甲府市附近、赤石山脈（南アルプス）
中南部、名古屋市附近、奈良市附近

２.東京都・名古屋市間の計画概要
整備計画路線への格上げ後、2011 年（平成 23 年）６月 7 日、ＪＲ東海が公表した
中央新幹線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配慮書（以下「環境アセス配慮書」
という。）の中で示された東京都・名古屋市間の計画概要は次のとおりです。
表２ー２ 東京都・名古屋市間の計画概要

1 路線概要
□ 東海道新幹線品川駅付近を起点に、山梨リニア実験線、甲府市付近、
赤石山脈（南アルプス）中南部を経て、東海道新幹線名古屋駅付近を終点
2 路線延長
□ 延長約 286ｋｍ（明かり区間：約 38ｋｍ、トンネル区間：約 248ｋｍ）
3 環境アセス配慮書に示された中間駅
（山梨・長野・岐阜県の中間駅は地上駅、神奈川県は地下駅）
□ 山 梨 県：甲府盆地南部
□ 神 奈 川 県：相模原市内
□ 長 野 県：天竜川右岸平地部
□ 岐 阜 県：中津川市西部
4 車両基地
□ ２箇所（相模原市、中津川市）
※中間駅位置について、山梨県は甲府市大津町周辺、神奈川県は橋本駅周辺へ設置すること、
岐阜県は美乃坂本駅に併設もしくはできる限り近接することを要請しています。
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３.県内ルート及び中間駅の概要
2011 年（平成 23 年）９月 27 日、ＪＲ東海が公表した環境アセス方法書の中で示さ
れた県内のルート、施設及び中間駅等の概要は次のとおりです。
①県内のルート
県内の路線延長は約 90ｋｍ（山梨リニア実験線の 42.8ｋｍを含む）です。
現在、山梨リニア実験線がある区間は実験線を活用（営業線に転用）して、実験
線の西端となっている笛吹市境川町から西側では、市街化、住宅地化が進展してい
る甲府盆地北部・中央部を回避し、甲府盆地南部を通過するとともに、曽根丘陵断
層を出来るだけ避け、笛吹川と釜無川に挟まれる甲府盆地内を明かりで通過します。
釜無川から西側においては巨摩山地北中部の一部を避け、櫛形山・源氏山の南部を
主にトンネルで通過します。
実験線より東側については、神奈川県内にある津久井湖と宮ヶ瀬湖の間を主にト
ンネルで通過します。
図２―１ 県内の路線概要

出展：「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書【山梨県】
（東海旅客鉄道株式会社）
」
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②高架橋
リニアが走行する高架橋の幅は約 14ｍ（用地幅は約 22ｍ）とされ、甲府盆地内の
明かり区間は地上約 10ｍ～20ｍの高さを通過することになります。
図２－２ 高架橋のイメージ（断面図）

出展：
「環境アセス方法書【山梨県】
」（ＪＲ東海）

③トンネル
山岳トンネルの内空有効断面積は約 74 ㎡とされています。なお、トンネル施工に
伴い設置される斜坑は、供用時において、災害発生時等の避難用通路、保守用通路
及び換気施設となります。
図２－３ 山岳トンネルの標準的な断面図と斜坑のイメージ

出展：
「環境アセス方法書【山梨県】
」（ＪＲ東海）
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④中間駅（地上駅）
中間駅は技術的な制約から直線かつ水平なルート上の区間に設置され、地上から
ホームまでの高さは約 20ｍとなります。
駅の延長は約１ｋｍ、幅はホーム部分で最大約 50ｍとされ、その敷地の面積は約
3.5ｈａの計画です。
図２－４ 地上駅のイメージ（断面図）

出展：
「環境アセス方法書【山梨県】
」（ＪＲ東海）

図２－５ 地上駅のイメージ（平面図）

出展：
「環境アセス配慮書」（ＪＲ東海）
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⑤今後のスケジュール
東京都・名古屋市間のリニア中央新幹線計画は、今後、環境アセスの実施後、国
による工事実施計画の認可後に着工となります。現段階で見込まれているスケジュ
ールは次のとおりです。
● 2013 年（平成 25 年）度：環境アセス準備書の公表
● 2014 年（平成 26 年）度：環境アセス評価書の公表
全国新幹線鉄道整備法に基づく工事実施計画の認可
● 2014 年（平成 26 年）度：着工
● 2027 年（平成 39 年） ：東京都・名古屋市間の開業
図２－６ リニア中央新幹線のスケジュール

２０１１
（Ｈ２３）

国
・
地元
・
ＪＲ
の
取
り
組
み

山
梨
リ
ニ
ア
実
験
線
の
実験
計画

２０１２
（Ｈ２４）
環
境
影
響
調
査
に
着
手

２０１３
（Ｈ２５） 秋頃

・騒音
・振動
・大気
・希少動植物など

現
時
点

環
境
ア
セ
ス
の
準
備
書
の
公
表

２０１４
（Ｈ２６）

詳細なルート、
駅位置（案）
が明らかに

２０２７
（Ｈ３９）

秋頃

環
境
ア
セ
ス
の
評
価
書
の
公
表

国
が
工
事
実
施
計
画
を
認
可

詳細なルートと
駅位置が確定

着
工

建設

業

地元事業
・駅周辺整備
・アクセス整備等

営
業
線
に
転
用

延伸工事
Ｈ２０．５着工～Ｈ２５．１２完成見込み
○先行区間
○延伸区間
○総延長

１８．４Ｋｍ
２４．４Ｋｍ
４２．８Ｋｍ

開

営業線仕様による
走行試験再開
・Ｈ２６～Ｈ２８（３年間）

※Ｈ２９以降の試験計画は未定
出典：山梨県リニア交通局作成
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山梨リニア実験線は、現在、延伸工事及び先行区間（18.4ｋｍ）の設備更新工事
が進められており、2013 年（平成 25 年）末までには、全線 42.8ｋｍで走行試験が
再開される予定です。
図２－７ 山梨リニア実験線概要図

出典：ＪＲ東海記者発表資料等を参考に山梨県リニア交通局作成
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リニアの効果と影響

１.リニアによる時間短縮効果
リニア開業によって本県には次のとおり大きな時間短縮効果があります。
なお、直行便の場合、東京（品川）までの所要時間は約 15 分、名古屋までは約 25
分となりますが、ここでは各駅停車を想定して計算しています。
①本県と東京との時間距離の短縮
現状、甲府市は、仙台・名古屋・新潟・長野市と同じ東京から 90 分圏域ですが、リ
ニア開業後は各駅停車の列車であっても、さいたま・船橋・横浜市と同じ 25 分圏域と
なります。
※甲府・東京間 25 分（
『平成 21 年度山梨県リニア影響基礎調査業務』における想定）


東京都・名古屋市間の所要時間は 40 分（各駅停車タイプは 72 分、一駅あたりの停車ロス時間は８分）



路線延長（286 ㎞）から割り出した所要時間に、神奈川県内の中間駅停車ロス時間を加算

図３－１ 本県と東京都心との時間距離の短縮

甲府市

出典：
「山梨県リニア影響基礎調査報告書」

②本県と名古屋との時間距離の短縮
リニア開業により、山梨県－名古屋間は約２時間半短縮し、約 40 分※で結ばれます。
図３－２ 本県と名古屋との時間距離の短縮
0

50

100

山梨県－名古屋
（特急あずさ・しなの）
山梨県－名古屋
（リニア）
※

150

200 （分）
190

39

路線延長から割り出した所要時間に、長野・岐阜両県内の中間駅停車ロス時間を加算
出典：
「山梨県リニア影響基礎調査報告書」
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③本県と国際空港との時間距離の短縮
現状２時間以上要する国際空港へのアクセス時間は、乗り継ぎ時間を含めても成田
国際空港まで約 105 分、中部国際空港まで約 85 分、羽田空港までは約 60 分で結ばれ
るなど、所要時間が大幅に短縮されることとなります。
図３－３ リニア開業による国際空港までの所要時間
成田国際空港

【現状】
鉄道：約

240分（あずさ・しなの・名鉄） 甲府
バス：（なし）

190分（かいじ・成田エクスプレス）
バス：約215分

鉄道：約

羽田空港

140分（あずさ・京急）
バス：約195分

鉄道：約

中部国際空港

【リニア開業後】

成田国際空港まで

105分
（乗り換え15分）

甲府
山梨

名古屋
リニア：約
名鉄：約

成田エクスプレス

40分

リニア：約

品川

：約

成田国際空港

65分

25分

30分
京浜急行：約

中部国際空港

中部国際空港まで

85分

20分

羽田空港

羽田空港まで

60分

（乗り換え15分）

（乗り換え15分）

出典：
「山梨県リニア影響基礎調査報告書」
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２.需要予測
国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を踏まえ、企業進出や観光振興、定
住人口の増加などの効果が安定すると見込まれる、東京都・名古屋市間のリニア開業
から概ね 10 年後の 2035 年（平成 47 年）時点でのリニア新駅の利用者数などの予測結
果は次のとおりです。
①新駅利用者数
リニア新駅利用者数（乗降客数）は約 12,300 人／日と予測されます。
目的別にみると、観光目的（私用目的を含む）が約 70％（約 8,600 人）と最も多
く、次いでビジネス目的（通勤を除く）が約 29％（約 3,600 人）、通勤・通学目的
が約 1％（約 100 人）となっています。
また、新駅利用者を圏域別にみると、富士・東部ゾーンを発着地とする利用者が
最も多く約 3,300 人／日、次いで峡北・峡中ゾーンが約 2,400 人／日、甲府駅周辺
ゾーンが約 2,400 人／日の順となっています。
②立地企業数（リニア開業に伴い本県に立地する事業所の数）
リニア開業に伴い本県に立地する事業所数は約 2,600 社と予測されます。
業種別の内訳をみると、対事業所サービス業、対個人サービス業が多く、卸売・
小売業が尐ない傾向にあります。
③居住人口（リニア開業に伴い本県に居住する人の数）
リニア開業に伴い本県に居住する人の数は約 14,600 人と予測されます。
世代別にみると、20 代及び 50 代以上が多い傾向にあります。20 代は子育てを行
う場として、また、50 代以上は定年後の移住先として、本県の自然豊かでゆとりあ
る生活環境とリニアによる大都市圏への利便性に魅力を感じていることが要因と考
えられます。
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３.企業活動等への効果と影響
（プラスの効果）
首都圏・中京圏を中心に、本県と短時間で結ばれる圏域が拡大されることから、首
都圏の一角に位置し、中京圏にも隣接する立地条件を生かして、新たな企業が立地す
る可能性があります。
交流圏域の拡大により、異分野の交流をはじめ、豊かな自然環境を生かした福祉・
医療との組み合わせやクリーンエネルギー産業の展開など、新たな産業を創出するこ
とが期待されるほか、研究開発者が集まる研究・交流拠点となる可能性も秘めていま
す。
また、国際空港である羽田空港、成田国際空港及び中部国際空港との交通アクセス
が大幅に向上することから、クリーンエネルギー関連の研究など、本県の特色を生か
した国際的な会議やイベント等の開催が見込まれます。
さらに、安全で安心な本県の県土に対する信頼性や東京都心との交通アクセスの利
便性の向上などにより、首都機能や首都圏に集中する企業の分散の受け皿となるなど、
バックアップ機能を担う地域となる可能性も秘めています。
（マイナスの影響）
首都圏等との時間距離の短縮により、支店・営業所の撤退に伴う県内産業の衰退や、
買い物客の県外流出などに伴う商店街の地盤沈下など、県内経済に大きな影響が及ぶ
ことも懸念されます。
図３－４ リニア開業に伴い本県に立地する企業の業種別内訳（需要予測結果）
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出典：山梨県リニア交通局作成
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４.人口動向への効果と影響
（プラスの効果）
甲府駅とリニア新駅とが円滑に連絡され、リニア料金が現行の特急利用の場合と同
程度であれば、リニアを利用した東京・神奈川への通勤・通学が可能となり、定住人
口の増加につながります。
また、新たな産業の創出と相まって、魅力ある地域づくりに取り組むことにより、
Ｕ・Ｉターンをはじめ、安定した定住人口の確保が可能となります。
さらに、教育・医療など生活環境の一層の充実に取り組むことにより、自然環境に
恵まれた山梨での安心な生活を求め、本県への転居や週末を山梨で過ごす二地域居住
に対する需要が見込まれます。
（マイナスの影響）
支店・営業所の撤退などの企業の移転に伴う人口の県外流出のほか、首都圏からの
通勤も可能となるなど、人口の減尐がさらに拡大することも懸念されます。

図３－５ リニア開業に伴い本県に居住する人の世代別内訳（需要予測結果）
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出典：山梨県リニア交通局作成

20

第３章 リニアの効果と影響

５.観光需要への効果と影響
（プラスの効果）
リニアによる圧倒的な時間短縮は、移動に係る負担を減らすとともに、人々の行動
範囲を拡げ、国内外からの観光客の増加が見込まれます。
特に、これまで経済的にも観光的にもつながりの尐なかった中京圏及び関西圏など
との交流の拡大や、外国人観光客に人気の高い富士山などの自然環境を生かしたイン
バウンド観光の進展など、新たな需要が期待されます。
また、移動時間の大幅な短縮により、本県での長時間滞在が可能となることから、
観光客のニーズに応じた多様な観光需要の創出が期待されます。
（マイナスの影響）
首都圏・中京圏の観光地への時間距離が短縮されることから、県内を訪れていた観
光客がリニアを利用して県外の観光地に流出することや、宿泊を伴う観光から、日帰
りの観光への転換が進み、県内宿泊客が減尐するなど、県内観光が衰退する懸念があ
ります。
図３－６ 観光目的のゾーン別リニア新駅利用者数（需要予測結果）

甲府駅周辺ゾーン
リニア利用者：2,400 人/日
（観光目的：1,200 人/日）

峡東ゾーン
リニア利用者：1,700 人/日
（観光目的：1,600 人/日）

峡北・峡中ゾーン
リニア利用者：2,400 人/日
（観光目的：1,500 人/日）

富士・東部ゾーン
リニア利用者：3,300 人/日
（観光目的：3,300 人/日）

新駅周辺ゾーン
峡南ゾーン

リニア利用者：1,400 人/日
（観光目的：300 人/日）

リニア利用者：1,100 人/日
（観光目的：700 人/日）

※新駅周辺ゾーン：甲府市（甲府バイパス
以南）
、中央市、昭和町
※峡北・峡中ゾーンには長野県（茅野・諏
訪・岡谷周辺）を含む

出典：山梨県リニア交通局作成
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第４章

リニアで描く本県の将来像

１.将来像展望の視点
リニア開業後の将来を展望し、次の３つの視点を持って本県の目指すべき姿を描き
ます。
 人々が短時間で遠くまで移動できるリニアの特性を生かして、様々な交流が拡が
ることにより生み出される効果を本県の発展に結びつけること
 本県の優位性にさらに磨きをかけ、本県ならではの独自性、「山梨らしさ」が発
揮できる分野を生かすこと
 リニア効果を全県に波及させるとともに、県内各地域が自ら中心となって、それ
ぞれの地域の独自性を発揮した魅力ある地域づくりに取り組むこと
２.リニア開業後の本県の姿
□美しく魅力ある県土の形成
 豊かな自然や美しい景観が保全・創造され、美しい県土が形成されています。
 住んでいる人々が安全・安心、快適に生活でき、訪れる人々が「安らぎ」や「癒
し」を感じられるような、魅力あるまちづくり、むらづくりが行われています。
□エネルギーの地産地消
 豊富なエネルギー資源を活用して、県内各地に太陽光発電、小水力発電、バイオ
マスエネルギー等の利用が広がるとともに、燃料電池技術、蓄電技術の研究開発
や利用も進み、エネルギーの地産地消に向かいます。
□新たなライフスタイルの展開
 本県の自然や農山村の環境に魅せられて、都会から人々が移り住み、サテライト
オフィス等ＳＯＨＯで勤務する人々、環境保全型農業に従事する人々、週末や長
期休暇を山梨で生活するウィークエンドファーマーなどの二地域居住を楽しむ
人々、質の高い高齢者施設でゆとりある老後を楽しむ人々などが増加します。
 豊かな自然・景観の中で、本県をフィールドに活躍する芸術家、文化人などが増
加します。
 県内から大都市圏へリニア通勤する定住者が増加します。
□地域資源を生かした多様な観光の進展
 アクセス時間の短縮により、東京圏はもとより、中京・関西圏からの観光客が増
加します。県内各地の観光地においては、県民総参加による山梨ならではのおも
てなしが定着し、自然や特色ある農産物、地場産業などの組み合わせによる多様
なツーリズムが展開されます。
 主要な国際空港からのアクセス時間の短縮により、海外からの観光客が増加しま
す。世界文化遺産の富士山、ワイン・ジュエリー・フルーツツーリズムの甲府盆
地、高原の魅力の八ヶ岳などが外国人観光客を引きつけ、世界に開かれた魅力的
22
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な国際観光地となります。
□首都圏の補完機能の向上
 豊かな自然環境や災害に対する安全性に加えて、時間距離が飛躍的に短縮される
ことにより、首都圏における本県の位置づけが高まり、災害時の救援拠点、首都
機能や企業の分散の受け皿、癒しやリフレッシュの場など、首都東京のバックア
ップ機能が強まります。
□新たな産業や機能の集積・発展
 本県の優位性を生かし、企業本社、開発型工場、研究開発施設、教育施設、文化
施設など高次機能の立地が進みます。
 「やまなし」という地域のブランド価値が向上するとともに、ワイン、ジュエリ
ー、織物、果樹農業などが地域ブランド産業として、国内外で販路を拡大し、成
長します。
 ものづくり産業は、産学官連携のもとに技術力、企画開発力をさらに高めていき
ます。
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第５章

リニアを活用した県土づくり

１.リニアを活用した県土づくりのあり方
（山梨県の都市づくり）
本県の都市づくりについては、人口減尐・超高齢社会の到来を踏まえ、都市経営
コストの最適化、公共公益施設や大規模集客施設の適正立地、地球環境問題など、
様々な課題への対応が求められることから、都市機能が集約した都市づくりを目指
し、拡散型の都市構造から都市機能集約型の都市構造への転換を図ることを基本理
念としています。
この都市づくりの基本理念を踏まえた上で、リニアを生かすための県土づくりを
進めていきます。
（リニア新駅とその周辺のまちづくり）
リニア開業の効果を県全体で広く享受するために、リニア新駅とその周辺地域で
は交通結節機能を中心とした整備を行っていきます。
交通結節機能の整備には、リニア利用者が円滑に他の交通機関に乗り換えが行え
るような利便性を確保することはもとより、リニア新駅の駅勢圏が県外の一部にま
で及ぶと考えられることから、高速道路などの広域交通基盤との連携にも配慮して
いきます。
本県がリニア新駅の設置を要請している甲府市大津町周辺地域は、現在、市街化
を抑制する区域である市街化調整区域に指定されています。
一方で、リニア開業が都市構造や社会経済活動に与える影響が小さくないことか
ら、既存の産業集積や都市機能との調和を図るとともに、この地域の目指すべき都
市の姿を描いた上で、今後の乱開発の防止にも配慮しながら、必要に応じた土地利
用の見直しやまちづくりの取り組みを進めていく必要があります。
（県内各地域のまちづくり）
新たな産業の創出や二地域居住の推進、インバウンド観光の進展など、リニア開
業によるプラスの効果を積極的に取り入れ、住む人や働く人、訪れる人々が魅力を
感じられる場となるようなまちづくりの取り組みが必要です。
豊かな自然景観をはじめ、富士山・富士五湖に代表される観光資源、歴史・文化、
特色ある地域産業など、各地域が有する特性を生かしながら、リニアを活用した特
色ある地域づくりを進めていきます。
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図５－１ 県土づくりのイメージ
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中心市街地

拠点間の交流や連携を図る軸
高速道路など広域交通基盤との連携
リニア新駅周辺地域
交通結節機能を中心とした整備
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出典：山梨県リニア交通局作成
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２.リニア新駅及び周辺の整備
２-１．リニア新駅の整備
リニア新駅は、本県のほぼ中央に位置し、本県と首都圏や中京圏、さらには関西圏
を短時間で結ぶ、本県の新たな玄関口となります。
リニア新駅は、富士山や南アルプス連峰をはじめとする盆地を取り囲むように広が
る山々などの自然景観や、もも、ぶどうなどの果樹園が織りなす農村景観を一望でき
る良好な立地条件を生かし、国内外から訪れる人々に、山梨の素晴らしさを発信する
とともに、豊かな自然環境や景観と調和し、誰もが利用したくなる魅力的な施設とし
て整備します。
①リニア新駅に整備する施設及び機能
（ＪＲ東海が整備する新駅施設）
リニア新駅のプラットホームや入出場口、それを結ぶエレベータ（エスカレータ）、
さらにはトイレなどの駅として必要な施設は、ＪＲ東海が整備します。
（地域振興につながる施設）
山梨の観光・物産情報などを駅利用者に提供する情報発信機能や商業機能など、
地域振興につながる施設は、地元が負担して整備することとなります。
地域振興につながる施設としては、国内外から訪れる人々が、山梨の素晴らしさ
を再発見するとともに、山梨のイメージアップにつながるよう、本県の産業、文化、
観光、特産品をはじめ、各地へのアクセスなど様々な県内情報を提供する観光案内・
インフォメーション施設のほか、本県の特産品を展示、販売する施設などの整備を
検討していきます。
また、駅利用者のためのレストラン、喫茶店、コンビニエンスストア・売店など
の商業施設、ＡＴＭなどの金融サービス施設、待ち時間を快適に過ごすための施設
などについて、民間企業などの参入意向なども踏まえ、設置を検討していきます。
（本県の独創的な施設）
駅利用者はもとより、広く県民にとって魅力を感じられる施設として、ここでし
か味わうことのできない、富士山・南アルプス・八ヶ岳などの甲府盆地を取り囲む
ように広がる山々の眺望を楽しむことができる展望施設の整備を検討します。
この展望施設は、本県の豊かな自然景観を生かした独創的な施設として、新たな
ランドマークとなることが期待されます。
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２-２.リニア新駅周辺（リニア新駅から概ね 200ｍ～300ｍの範囲）の整備
リニア新駅周辺地域は、甲府駅周辺などの拠点等と調和を図りつつ、リニア開業の
効果を県全体で広く享受できるよう、交通結節機能を中心とした整備を行うことを基
本とし、既存都市機能に影響を及ぼすような大型商業施設などの立地は抑制します。
①リニア新駅周辺に整備する施設及び機能
（交通結節機能の整備）
リニア新駅利用者が他の交通機関に短時間で乗り換えられ、目的地に円滑に移動
できるよう、バスターミナルのほか、駅前広場、送迎用・長期利用者用の駐車場、
休憩・待合所など、交通結節機能を高める施設の整備を検討していきます。
また、様々な観光目的を持つリニア新駅利用者に対応するため、レンタカーのほ
か、カーシェアリングやライドシェアリングなどの新しい交通サービスについても、
参入企業の意向などを踏まえた上で、導入を検討していきます。
（アメニティ空間の整備）
山梨の自然環境とマッチし、周囲の景観を楽しめる場として、本県に訪れた人々
が気軽に憩う空間とするとともに、県内の人々も自由に交流できる場として、公園
などの開放的で快適な空間の整備を検討していきます。
アメニティ空間の整備に際しては、ももやぶどうなどの本県の特産果樹を配置す
るなど、来県者が、より山梨らしさを感じられるよう、景観に配慮します。
（本県の長期的発展を先導する戦略的な整備）
リニア新駅周辺については、高度な交通結節機能に加え、将来の本県の発展を先
導するエリアとして大きな可能性を秘めていることから、経済基盤の拡充や雇用の
拡大、県民生活の向上につながるものとなるよう、長期的な視点に立って整備のあ
り方を検討していく必要があります。
今後の社会経済情勢も踏まえながら、リニアがもたらす圧倒的な時間短縮効果と
ともに、豊富な自然エネルギー資源や高度な技術を有するものづくり産業などの本
県の優位性を十分に生かし、例えば、先端産業の研究施設が立地するための基盤整
備など、将来の本県の発展を先導する地域としての整備についても検討を進めてい
きます。
※ リニア新駅周辺は、市街化調整区域に指定され、厳しい土地利用規制が図られているため、商業施設や住
宅建築のための宅地開発は制限されていますが、今後、開発の動きが活発になることも予想されることから、
乱開発や無秩序な土地利用が行われないよう、投機的な土地取引に対しては国土利用計画法に基づく適切
な規制ができるよう必要な調査を引き続き行っていきます。
また、当該地域は、地形的に内水による浸水が発生しやすい地域ですが、現状では厳しい土地利用規制によ
り、保水・遊水機能がある程度確保され、浸水による被害が軽減されています。今後、都市的土地利用を図っ
ていく場合には、浸水被害を軽減するための流出抑制対策を併せて検討していきます。
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今後、リニア新駅及び周辺の整備において、施設内容や規模、費用負担などについ
ては、県や市町村、経済団体などの関係者において協議していきます。
また、リニア新駅に整備する施設の配置や構造とともに、駅の外観や意匠などにつ
いても、駅の設置者であるＪＲ東海と協議していきます。
表５－１ リニア新駅及び周辺に整備する機能
【観光機能】

○
観光案内所（地域情報提供施設）、インフォメーション施設（アクセス情報、県内情報等）、
駅
地場産品展示・販売施設
構
（民間） レンタカー（カーシェアリング含む）・旅行代理店等の観光関連事業所、 土産物店 等
内
又 【商業機能】
は
（民間）レストラン、喫茶店、コンビニ、書店、ファーストフード、ＡＴＭ、郵便局等
駅
【交流機能】
前
会議室等

○
駅
周
辺

【交通結節機能】
駅前広場、駐車場、バスターミナル（路線バス、シャトルバス、観光バス）、休憩・待合施設
【アメニティ機能】
公園、展望施設（駅施設と一体）
出典：リニア活用策検討部会資料

図５－２ リニア新駅と周辺のイメージ
身延線や新たな手段

中央自動車道などの道路

により県内外へ

を利用して県内外へ
＜駅周辺のイメージ＞
桃の花に囲まれた公園の中の駅

交通結節機能
・バスターミナル
・駐車場
・休憩・待合所

アメニティ機能
・公園
・果樹を用いた景
観的な工夫

山梨らしさを生かした特色のある駅
誰もが利用したくなる魅力的な駅

ＪＲの
鉄道施設
・乗降
・駅務

情報発信機能
・観光案内センター
・本県の優位性を生
かした施設等
物販機能
・地場産品の展示販売

将来の本県の発展を先導するエリアと位置づけ、
長期的な視点から整備のあり方を検討
出典：山梨県リニア交通局作成
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３.県内各地を結ぶアクセスの強化
リニア開業の効果を全県に波及させるため、リニア新駅と県内各地とができる限り
短時間で結ばれるよう、交通基盤を整備するとともに、リニアで本県を訪れる人々が
目的地まで円滑で快適に移動できるような二次交通の整備に取り組んでいきます。
リニア新駅と県内各地とを結ぶアクセスの強化にあたっては、既存道路の有効活用
を図るとともに、現行の道路整備方針や今後の財政状況もふまえながら、効率的で計
画的な道路整備に努めます。
また、環境に配慮した都市づくり・まちづくりの重要性が一層高まる中、環境にや
さしい公共交通を充実していくことが必要となることから、将来を見据え、ＪＲ中央
本線、身延線などの在来線鉄道との連携やバス交通の活用を強化していきます。
①リニア新駅と甲府駅周辺とのアクセス強化
甲府駅周辺は、都市計画区域マスタープランにおいて広域拠点として位置づけら
れており、公共交通のハブ的機能をはじめ、様々な都市機能を有しています。
一方、リニア新駅周辺は、駅利用客をはじめとする様々な人の動きが生まれ、交
通結節機能を中心とする新たな拠点となることが見込まれる地域です。
公共交通のハブ的機能を有し、様々な都市機能が集積している甲府駅周辺と新た
な交通結節機能を持つリニア新駅周辺を連携させ、相乗効果を発揮するよう、両地
域を結ぶ交通基盤を強化していきます。
（１）道路交通によるアクセス強化
リニア新駅と甲府駅を結ぶ国道 358 号（平和通り）を有効活用し、バスなどを
含めた自動車交通の円滑な運行を確保します。
 国道 358 号（平和通り）の交差点改良
 リニア新駅～国道 358 号（平和通り）の整備推進
等
（２）新たな交通手段の整備
軌道やバスなどを利用した新たな交通手段及びルートについて、リニア新駅と
甲府駅間との交通需要、建設費や採算性、定時性の確保、さらにはリニア開業ま
での事業実施の確実性などの観点から行った比較検討を踏まえ、リニア新駅から
荒川堤防を専用道として活用し、飯豊橋から平和通りを経由して甲府駅とを結ぶ
ＢＲＴの整備を検討します。
今後、散策や通学などの河川利用に配慮しながら、安全で円滑な道路交通の確
保についてはＰＴＰＳの導入も含めて、市町村や関係者と十分な協議を行ってい
きます。あわせて、輸送人員に見合った車両編成や環境負荷の小さい車両の導入
などの運行方法についても、バス事業者などの関係者と十分な検討・協議を進め
ていきます。
ＢＲＴ

・Bus Rapid Transit の略で、バス専用レーンや連節バ
ス等の導入などにより、定時性・速達性の確保と利便
性・快適性の向上を図るバスシステム
・定員は 60～130 人（連節バス）程度
・車両編成については、輸送需要に合わせて、柔軟に対
応
Photo by Dr.Takeuchi
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また両駅間の交通手段については、さらなる技術革新の進展、企業進出や地域
振興などリニア開業に伴う都市集積の高まりなど、今後の社会経済情勢の変化や
交通需要の動向などを的確に把握する中で、ハイブリッドＬＲＴ（架線とバッテ
リーを併用したＬＲＴ・新型路面電車）などの導入の可能性についても、引き続
き検討していきます。
ＬＲＴ

Photo by Dr.Takeuchi

・Light Rail Transit の略で次世代型路面電車システムともい
われ、専用軌道に加速性や快適性などを高めた軽量な車両を
走行させるシステム
・1 編成当り 80～250 人程度
・架線とバッテリーを併用したハイブリッドタイプの車両を利
用したシステムも開発中
出典：山梨県リニア交通局作成

②リニア新駅と県内各地とのアクセスの強化
国内外からリニアを利用して本県を訪れる人々が目的地まで円滑で快適に、しか
も短時間で移動できるとともに、県内各地からのリニアの利用を容易にするなど、
利便性の高い交通基盤の整備を行います。
（１）ＪＲ身延線へのアクセス強化
ＪＲ身延線駅の駅前広場やバス乗降場を整備するなど、身延線とリニア新駅を
結ぶバス交通の運行を促進します。
 特急停車駅であるＪＲ身延線東花輪駅の駅前広場及びアクセスとなる周辺市
道（中央市）の整備促進
等
（２）道路交通によるアクセス強化
リニア新駅と県内各地との円滑な移動を確保するとともに、できる限りの時間
短縮に向け、道路整備を推進します。特に、都心と１時間程度で結べるよう、リ
ニア新駅と県内各地とを概ね 30 分で連絡可能なアクセス 30 分圏域の拡大を目指
します。
道路整備にあたっては、まず、リニア新駅と県内各地とを短時間で結ぶための
高規格道路及びＳＩＣ等の整備を積極的に進めます。
また、リニア新駅や高速道路ＩＣと県内各地を結ぶ幹線道路の整備、リニア新
駅と近隣各地域とを結ぶ一般道路等の整備、さらには、リニア新駅周辺地域の交
通集中による混雑を緩和するための道路整備などを積極的に進めます。
１）高規格道路の整備
県内を東西に走る中央自動車道西宮線をはじめ、富士北麓地域と連絡する中央
自動車道富士吉田線、また、県南部との高速交通基盤として 2017 年（平成 29 年）
度中の完成を目指して建設が進められている中部横断自動車道 増穂ＩＣ以南な
ど、県内各地域を結ぶ高速道路ネットワークの整備促進を図ります。
 中部横断自動車道 増穂ＩＣ以南の整備促進、長坂以北の整備促進
 新山梨環状道路 東部区間の整備推進、北部区間の整備促進
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 西関東連絡道路

山梨市万力～岩手間の整備推進

２）ＳＩＣ等の整備による利便性の向上
中央自動車道・中部横断自動車道にＳＩＣ等を整備し、高規格道路が持つ高速
性の有効活用を図ります。
＜事業中＞
 中央自動車道
（仮称）富士吉田北ＳＩＣの整備推進

〃
（仮称）笛吹（八代町）ＳＩＣの整備推進
 中部横断自動車道 （仮称）身延山ＩＣの整備推進
＜計画中＞
 中央自動車道
（仮称）談合坂ＳＩＣの整備促進

〃
 中部横断自動車道

（仮称）甲府中央ＳＩＣ（リニア新駅付近）の整備推進
（仮称）中富ＩＣ（身延町下田原付近）の整備推進

３）高規格道路ＩＣ等と連絡し、県内各地とを結ぶ幹線道路の整備
県内各地と高規格道路ＩＣ、ＳＩＣとを結ぶ幹線道路を整備し、高速性のある
アクセスを確保します。
（峡北地域方面）
 国道 141 号 北杜市内の整備推進
 県道茅野北杜韮崎線の整備推進
等
（峡東地域方面）
 国道 411 号 甲州市～丹波山村間の整備推進
 西関東連絡道路の岩手橋付近～甲州市間の連絡強化
 県道笛吹市川三郷線 笛吹市八代町内の整備推進
（峡南地域方面）
 県道市川三郷身延線の整備推進
 県道富士川身延線の整備推進
 県道南アルプス公園線の整備推進
等
（富士北麓地域方面）
 国道 137 号 吉田河口湖バイパスの整備推進
 国道 137 号 新たな御坂トンネルの構想推進

等

 国道 138 号 富士吉田市新屋（北口本宮浅間神社前）４車線化の整備促進
 国道 358 号の整備推進
 国道 413 号の整備推進
等
（東部地域方面）
 国道 139 号 松姫トンネルの整備推進
 国道 139 号 大月市内の整備推進
 中央自動車道大月ＩＣから国道 139 号（都留市）への連絡強化
 県道都留道志線の整備推進
 県道上野原丹波山線、四日市場上野原線の整備推進
等
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４）リニア新駅と近隣各地とを結ぶ一般道路等の整備
リニア新駅と近隣地域との交通円滑化のためのアクセス強化を図ります。
また、リニアの緩衝帯を利用して車両の通行を可能とする取り組みについても、
ＪＲ東海や関係者と協議・検討を行っていきます。
 国道 358 号（平和通り）の交差点改良 （再掲）
 都市計画道路 田富町敷島線（未整備区間）の整備推進
等
５）リニア新駅周辺地域の交通混雑緩和のための道路整備
リニア新駅が持つ交通結節機能を十分に発揮するため、周辺地域の道路を整備
し、新たな交通集中に伴う混雑の緩和を図ります。
 新山梨環状道路～リニア新駅～国道 358 号（平和通り）の整備
 新駅周辺の甲府市道、中央市道の整備促進

等

図５－３ リニア新駅への将来アクセス圏域図（自動車による移動時間）

出典：
「平成 22 年度道路交通センサス」をもとに山梨県リニア交通局作成
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③リニア新駅開業を見据えたバスネットワークの再編
モータリゼーションの進展などにより、バス利用者は年々減尐傾向にあり、バス
路線の維持が困難になってきている一方で、人口減尐・超高齢社会の到来や環境に
やさしいまちづくりの観点から、バス交通の充実を求める声が高まっています。
また、観光立県を目指す本県においては、観光地をめぐる交通手段となる二次交
通バスの充実も期待されています。
こうした中、リニア中央新幹線が開業すると、リニア新駅は本県の主要な交通結
節点として重要な役割を担うこととなります。
マイカーとともに公共交通でも利用しやすい新駅とするため、県内のバスネット
ワークの再編整備をおこなっていく必要があります。
今後は、リニアの開業を見据え、甲府駅とリニア新駅間を結ぶＢＲＴなどの整備
とともに、関係機関や市町村、バス事業者などと協議を行う中で、中央本線・身延
線の主要な駅、鉄道のない地域へのバス運行などにより、県内各方面へのアクセス
の確保を図っていきます。
図５－４ バスネットワーク再編のイメージ

出典：山梨県リニア交通局作成
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４.リニアを生かした活性化施策
リニア開業の効果や本県の優位性を最大限に生かし、リニアを活用した本県の目指
すべき姿の実現に向け、県民が一体となって取り組んでいく活性化施策の方向性を示
します。
①産業等の活性化に向けた施策
□やまなしブランドの推進
 ジュエリー、ワイン、織物など特色ある地場産品、ももやぶどうなどに代表され
る高品質な農産物などを「やまなしブランド」として位置づけ、国内外への販路
拡大や情報発信などの取り組みを推進します。
 「やまなしブランド」を生かしたワインツーリズム、ジュエリーツーリズムなど、
地域の特色ある産業と旅行を連携させるブランドツーリズムを推進します。
 「やまなしブランド」が国内外に浸透し、トップブランドとして高い評価を得る
とともに、幅広い年代から支持されるための技術力の向上と継承に取り組みます。
□ものづくり産業の海外展開等の推進
 クリーンエネルギー関連などの成長分野への進出や技術力の向上に向けた支援
に取り組むとともに、ジェトロ山梨と連携し、ものづくり産業の海外展開を推進
します。
□成長分野産業の集積推進
 高度なものづくり産業の集積、さらには燃料電池や蓄電システム等のクリーンエ
ネルギー関連の先駆的取り組みなど本県の優位性を最大限活用し、グローバルな
競争力を有する機械電子産業や地域資源を有効に活用した健康関連産業を中心
に、将来性のある企業の誘致を推進します。
 環境負荷が尐なく付加価値が高い、今後の成長が期待される分野の産業の集積を
図ります。
 県内の高等教育機関等と企業の連携を強化し、集積業種の企業ニーズに応じた人
材の育成及び確保を図ります。
□知の拠点づくり
 海外の技術者・研究者などが集うＭＩＣＥ（Meeting（企業会議）、Incentive（企
業報奨・研修旅行）、Convention（会議）、Event/Exhibition（イベント・展示会））
の誘致・開催に向けた取り組みを推進します。
 新エネルギー関連など県内に蓄積されつつある先駆的技術を活用しながら、本県
産業の高度化・高付加価値化や新産業の創出に向け、研究開発型企業等の集積を
図ります。
 成長分野を中心とする新規事業等の育成を支援する、産学官が連携した取り組み
を推進します。
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②定住の促進に向けた施策
□美しく魅力ある県土づくり
 本県ならではの豊かな自然、美しい森林景観や地域性豊かな農村景観などを保全
する取り組みに加え、都市の緑化や景観に配慮したまちなみの整備など、住む
人々や訪れる人々が「安らぎ」や「癒し」を感じられる魅力ある県土空間づくり
を進めます。
□新たなライフスタイルに対応した住環境の整備
 豊かな自然環境やアクセスの飛躍的向上など移住・定住先としての本県の魅力を
紹介するとともに、就職の案内や居住物件の紹介など移住に必要な情報を積極的
に発信します。
 移住希望者の受け入れから安心した居住まで、継続的なフォローを行う受け入れ
サポート体制の構築などに取り組みます。
 移住者の働く場の確保とともに、医療や教育環境の向上など、安心した居住環境
の整備に取り組みます。
 二地域居住など大都市圏との滞在型交流を推進するとともに、交流から移住への
移行の促進に取り組みます。
 豊かな自然環境など本県の持つ強みを生かし、芸術分野などの人々が居住する地
域環境の整備と活動の場の提供を促進します。
□本県の将来を担う人材育成のための教育の推進
 本県の将来を担う知・徳・体のバランスのとれた有為な人材の輩出を目指して、
尐人数学級をさらに推進するとともに、子どもたちの確かな学力の向上や豊かな
心の育成に取り組みます。
 ふるさとの自然や人々とふれ合い、夢や希望を持ち、意欲的に学び、学力や心の
豊かさ、たくましさを身につけられる教育環境を整えるとともに、文化やスポー
ツの振興を図り、県民が生涯を通じて生きがいを持って学ぶことができる社会づ
くりに取り組みます。
③観光・交流の推進に向けた施策
□誘客促進の強化
 東京圏のみならず、中京・関西圏もターゲットとして、身近な観光地となること
をＰＲするとともに、県内観光地の魅力を広く情報発信し、大都市圏からの誘客
を促進します。
□おもてなしの推進と地域資源の活用
 県民が地域に対する理解と関心を深め、誇りと愛着を持ちながら、県民総参加に
よる、山梨ならではのおもてなしの取り組みを推進していきます。
 本県の特色ある豊富な地域資源を活用し、地域の発案・企画による多様な着地型
観光を推進するとともに、宿泊・滞在型の観光地づくりや環境に配慮した山岳観
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光の推進に取り組みます。
 農山村資源を生かしたグリーンツーリズムや近年の健康志向を踏まえたウェル
ネスツーリズム、スポーツツーリズムなど、多様なツーリズムの推進に取り組み
ます。
□インバウンド観光の推進
 富士山をはじめとする美しい自然景観やフルーツ、温泉、ワイン、ジュエリー等
の恵まれた地域資源を生かした観光プロモーションを海外に向けて展開すると
ともに、本県の魅力を海外の人々に広く知ってもらうため、ＩＣＴなどを活用し
た情報発信を充実強化します。
 特色ある地域資源の活用や他県の観光地との連携などにより外国人旅行者を引
きつける多彩な観光メニューの充実を図ります。
 外国からの観光客が安心して県内で旅行を楽しめるよう、地域や施設などの受け
入れ環境の整備を推進します。
 富士山の普遍的価値に関する効果的な情報提供など、ハード・ソフト両面から来
訪者の目線に立ち、富士北麓地域の国際観光地づくりを進めます。
□都市農村交流の促進
 豊富な農山村資源等を活用し、交流人口の増大による地域の活性化を図るため、
都市農村交流や二地域居住を推進します。
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第６章

基本構想の推進

2027 年（平成 39 年）の東京・名古屋間のリニア開業まであと 15 年です。
今後、リニア開業を見据え、基本構想を踏まえた県土づくりを進めていく上で、次
の点に留意しながら取り組んでいくことが必要です。
１. 県民一人ひとりの知恵と力を結集した県土づくりの推進
リニア効果を広く全県に波及させていくためには、県、市町村をはじめ、企業、県
民が一体となった取り組みが必要となります。
将来を担う若い世代をはじめ、県民一人ひとりの知恵と力を結集し、リニアを活用
した県土づくりを進めていきます。
２.適時的確な情報の提供と地域との連携
ＪＲ東海が進めるリニア計画を的確に把握するとともに、地域住民をはじめ県民の
協力を得ながら、効果的・計画的に県土づくりを進めていく必要があります。
リニア計画の進捗状況に応じた、迅速・的確な情報提供や、関係者による意見交換
に努めるなど、地域との連携を図りながら取り組みを推進していきます。
３.社会経済情勢に応じた構想の見直し
人口減尐・超高齢社会というこれまで経験のない社会を迎え、従来の枠組みを超え
た、新たな取り組みが求められるような様々な変化が予想されます。
今後の社会経済情勢の動向を的確に捉え、幅広い意見を取り入れながら、適時適切
に基本構想を見直していきます。
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参考編 需要予測と経済波及効果
１.需要予測
国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を踏まえ、企業進出や観光振興、定住人口の増加
などの効果が安定すると見込まれる、東京都・名古屋市間のリニア開業から概ね 10 年後の 2035
年（平成 47 年）時点でのリニア新駅の利用者数などの予測結果は次のとおりです。
※リニアの運行本数を 1 時間当たり片道 1 本が本県リニア新駅に停車することを前提。
※中部横断自動車道 増穂ＩＣ以南、新山梨環状道路、西関東連絡道路 山梨市万力～岩手間は
整備済みとして推計。
①リニア利用者数
リニア新駅利用者数（乗降客数）は約 12,300 人/日と予測されます。
目的別にみると、観光目的が約 70%と最も多く、次いでビジネス目的約 29%、通勤・通学目的
約 1%となります。また、リニア開業による誘発分（新たな需要）は全体の約 22%となります。

リニア利用者数

表１ 転換・誘発別リニア新駅利用者数
（単位：人/日）
通勤・通学 ビジネス
観光
合計
100（1%） 3,600（29%） 8,600（70%）
12,300
うち誘発分
30
800
1,900 2,700（22%）

②発着地別リニア利用者数
リニア利用者のうち、富士・東部ゾーンを発着地とする利用者が最も多く約 3,300 人/日、次
いで峡北・峡中ゾーンが約 2,400 人/日、甲府駅周辺ゾーンが約 2,400 人/日、峡東ゾーンが約
1,700 人/日、新駅周辺ゾーンが約 1,400 人/日、峡南ゾーンが約 1,100 人/日となります。
観光目的では、富士・東部ゾーンを発着地とする利用が約 3,300 人/日と最も多く、次いで峡
東ゾーン約 1,600 人／日、峡北・峡中ゾーンが約 1,500 人/日の順となります。

表３ 発着地別リニア利用者数
ゾーン

（単位：人/日）

合計

甲府駅周辺ゾーン
新駅周辺ゾーン
峡東ゾーン
富士・東部ゾーン
峡南ゾーン
峡北・峡中ゾーン
総数

うち観光目的

2,400
1,400
1,700
3,300
1,100
2,400
12,300

1,200
300
1,600
3,300
700
1,500
8,600

③立地企業数
リニア開業に伴い本県へ立地する企業数は、約 2,600 事業所と予測されます。

事業所数

表４ 事業所数
立地企業数（事業所数）
2,600

現況値（参考）
49,611

出展：現況値：「経済センサス（H21.7／総務省）」

④居住人口
リニア開業に伴い本県に居住する人の数は約 14,600 人と予測されます。
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一方、
「国勢調査」による本県の人口は、2010 年現在で約 863,000 人であり、国立社会保障・
人口問題研究所の将来推計人口によると、2035 年には約 739,000 人まで減尐すると推計されて
いますが、リニア開業に伴う転入・転出の影響を加味すると、約 754,000 人と予測されます。

表５ 人口予測
リニア開業に伴
う居住人口
(B)
14,600 人

将来推計人口
(A)
人口

739,000 人

計
(A＋B)

現況値（参考）

約 754,000 人

863,075 人

出展： 将来推計人口：「日本の都道府県別将来推計人口（H19.5／国立社会保障・人口問題研究所）」
現況値：「国勢調査（H22.10／総務省）」

⑤リニア開業年の推計
予測年次（2035 年）に対する開業年（2027 年）のリニア利用者数、事業所数、人口について、
既存の新幹線新駅（新富士駅）開業後に対する開業年の割合と同じと仮定した場合、開業時のリ
ニア利用者数は予測年次のリニア利用者数の約 71.9%である約 8,900 人/日と予測され、事業所
数は約 800 事業所、人口は約 3,800 人と予測されます。

リニア利用者
事業所数
人 口

表６ リニア開業年の推計値
単位
需要予測
人/日
12,300
事業所
2,600
人
14,600

開業時推計値
8,900
800
3,800

２.経済波及効果
リニア開業から概ね 10 年後の 2035 年時点の経済波及効果について、企業（事業所）の立地、
観光客の増加による生産活動に着眼し、増加する生産額を推計しました。
推計にあたっては、需要予測で示した企業立地数、観光を目的としたリニア利用者数を基に、
「平成 17 年山梨県産業連関表」を用いた「産業連関分析」により計測しています。
①立地企業増加に伴う経済波及効果
リニア開業に伴い本県に立地する企業の増加による経済波及効果は約 2,420 億円／年と予測
されます。また、付加価値※に換算すると約 1,420 億円／年となります。
②リニアを利用した観光客の消費増加に伴う経済波及効果
観光を目的としたリニア利用者の消費の増加による経済波及効果は約 170 億円／年と予測さ
れます。また、付加価値※に換算すると約 90 億円／年となります。
※付加価値とは、経済波及効果から原材料費等を差し引いたもので、県内総生産（GDP）に対応
する値です。
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