県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

1 構想全体

現在柏崎発電所が、稼働していないにもかかわら
ず、基本構想にはエネルギーに関する記述が全くな
い。原発をなくそう、代替えエネルギーを将来考え
ていこうという世相の時、将来の子どもたちのエネル
ギーについて、全く考えていない。
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2 構想全体

○ＪＲ東海、山梨県はバラ色のような事で何が何で
も作りたがっているが、県民の税金を使ってこの時に
造る必要があるのか。
税金の使い方について誰が責任を取るのか。まずは
県民のくらしを守ることを第１に考えるべき。
○基本構想は、「リニア整備ありき」でメリットをバラ
色に描き、デメリットを「克服」する具体的手立ては
見えない。
林業の衰退も交通不便と全く無関係であり、商工業
の問題、大型店の進出、人口の減少なども、規制
緩和以来加速していて、リニアは問題を深刻化す
る。観光について、海外からの観光の誘致を「リニ
ア」に求めても根本的解決にはつながらない。
挙げられた問題点は「リニア」で解決できる問題では
なく、「政治の貧困」が原因である。それを加速させ
る無駄な公共事業を進める理由にはならない。一
部に雇用を増やすとしても、９兆円という莫大な借
金、開通後に需要が予想ほど伸びなければ返済元
利だけでも、そのときの労働階層を苦しめることにな
る。
○全体的に、総花的で信ぴょう性に欠ける。「リニア
新幹線計画ありき」で考えられており、後知恵的にメ
リットを並べているように見受けられるため、再検討
が必要である。

6 【反映困難】
本基本構想は、リニア開業のメリットを最大限に生か

○リニア新幹線開通は山梨県にとって、中央線開
通、中央道開通に匹敵するインパクトのある事でこ
れを良い機会と捉え、山梨の発展と定住人口増加
のために官民一体になって知恵を絞るべきである。
リニアを生かすか殺すかは、この機会にどう前向き
にこの問題に取り組むかに掛かっている。リニア全線
開通まで三十数年をしっかりした計画の中でコツコ
ツと具体的な施策を進めることが大切で、その為に
は山梨県の三十年後、五十年後を見据えた大胆な
計画が必要である。
○新たなルートが整備されていく中で、周辺だけで
なく県全体の未来像をイメージし、行政だけでなく、
多くの団体が協力し合い、未来の子供たちのために
考え、行動していくことが大切。
○リニアの活用を材料にした話題づくりが必要。同
時に単にリニアだけでなく甲府市周辺の大きなビジョ
ンづくり、さらに県全体の構想をも踏まえた長期的な
まちづくりを考える必要がある。

5 【記述済み】
ご指摘のとおり、リニア開業を本県発展のための機会

○リニアに便乗して「利点」を列挙しているが、リニア
の目的はＡ駅とＢ駅の間を最短時間で結ぶことであ
り、中間に位置する山梨にとってはどうしても必要な
交通手段とはいえず、リニア開通に過大に期待し県
費を投入することは大いに疑問である。
○リニアをめぐってバラ色の未来ばかり喧伝されてい
る。冷静に公平に正しく分析をし、対処すべきであ
る。「リニアの効果と影響」について、企業が新たに
進出することは考えられない。人の移動には便利だ
が、大量の物資の輸送などは中央道でやればい
い。ストロー現象で都会に何もかも集中する現象を
加速する。銀行や大手会社の支社・支店は引き上
げられるであろう。また観光客が増えることも想定し
ているが、既存の中央線で90分で来られるのである
から、あえて料金の高い、ほとんど外の景観も楽しめ
ないリニアに乗る必要はない。物珍しさで1回は乗る
かもしれないがリピーターはいない。

2 【反映困難】
リニア開業後の本県の姿を見据え、取り組むべき県土

3 構想全体

4 構想全体
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【反映困難】
リニアの消費電力については、ＪＲ東海の試算結果
や、国の交通政策審議会での検討結果等により、原
子力発電所が停止している状況においても、需給バラ
ンスは確保されていることを確認しております。
また、山梨県では、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」を県政の中長期的な目標に掲げ、概ね2050年頃
までに、県内で必要な電力を100パーセント県内で賄
うことを目指しています。

すとともに、デメリットを克服しながら、本県の将来の発
展につなげていくための県土づくりの基本的な指針とし
て取りまとめたものです。
全県下でリニア開業効果を享受できるよう、様々な分
野においてリニアを活用していくための施策を記述して
います。

ととらえ、県をはじめ、市町村や企業、さらには県民が
一体となった取り組みが必要となります。
リニア開業後の将来を見据え、本県の将来を担う若い
世代をはじめ、県民一人一人の知恵と力を結集し、リ
ニア開業を最大限に活用した県土づくりを進めていき
ます。

づくりの基本的な指針として、本基本構想を策定する
ものです。ご指摘のように、中間駅が設置される本県
においては、単なる通過駅とならないよう、県全体とし
てリニア開業効果を最大限に享受できるような取り組
みを行っていくことが必要です。
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5 構想全体

○リニア新幹線計画は山梨県にメリットをもたらさな
いものであり、山梨県リニア活用基本構想を白紙に
戻すことが不可欠。県は、リニア新幹線が不要であ
るという方針を打ち出し、国、JR東海などのリニア関
連団体・機関に訴えていくべきである。
○リニア新幹線計画のような大規模で公共性を伴う
プロジェクトにおいては、単純に経済波及効果だけを
考えれば良いわけではなく、技術的に安全なもので
あるかどうか、人体や自然環境、社会環境に配慮し
たものであるかどうか等、考慮されるべき問題が数
多く存在している。構想ではリニアのメリットが多く語
られる一方で、デメリットや問題点がほとんど顧みら
れていない。メリットとされる部分についても、リニア
新幹線の利用者、事業所数・定住人口増加などの
予想が根拠薄弱であり、その他多くの点において疑
問がある。JR東海や委託機関による試算、調査結
果を鵜呑みにする形で現状分析がなされていること
が原因。よって、独立した第三者機関による調査を
強く要請する。
○「夢想学実」という言葉がある。
夢を語るのは自由だし、大切なことであるが、それを
現実化するのには、学習することが重要だと考え
る。自ら進んで取り組むことが必然ではないか。
リニアについて、県行政としての自主的検証（電磁
波、地下水、日照、南アルプスの地質、エネルギー
等々について）が不足しており、活用としてバラ色的
良いことばかりが、クローズアップされている現状は、
原発計画と同じように映る。
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6 序章 基本構想策
定の趣旨

山梨県民「総意」として「大津町に中間駅を」と名乗
りを挙げたようであるが、これは取り消すべき。
少なくとも県民による直接投票の形式で圧倒的多
数であっても「総意」とは違う。

1 【反映困難】
駅位置については、平成23年5月にＪＲ東海が環境ア

7 第1章 本県の現状
と課題
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

○本県の優位性として、豊かな自然環境があげら
れているが、リニア新幹線の建設によって、失われ
ることがあっても、自然環境が更に豊かになるとは考
えられない。
○リニア新幹線は、南アルプスを貫く大トンネル工事
を始めとし、県土の大きな改変をよぎなくされ、生態
系の破壊、膨大に排出される土砂の処理、水系の
破壊、工事にかかる莫大なエネルギー等々、考えら
れないほどの自然破壊がもたらされる。

3 【反映困難】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論

8 第1章 本県の現状
と課題
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

○東日本大震災の原発事故以降、省エネがますま
す重要視される中で、新幹線の何倍もの電力を必
要とするリニアを推進することは無理がある。
○本県の優位性に書かれている、豊富な自然エネ
ルギー資源を最大限に活用し、エネルギーの地産
地消に財政面からももっと力を注ぎ、雇用も促進し
ていくべき。
○リニアに電力が必要だからと原発が再稼働・増設
されてしまわないか心配である。
○省エネ、節電に努力し、自然エネルギーへの転
換によって、2050年に「CO2ゼロやまなし」にするこ
とが求められている。新たに電気エネルギーを大量
に消費するリニア新幹線は大きな問題である。

8 【反映困難】
リニアの消費電力については、ＪＲ東海の試算結果
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【反映困難】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論
等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。本県内に中間駅が設置されることは確実で、
そのリニア駅が本県の新たな玄関口となります。
人口減少社会や現在の経済状況等を踏まえると、リ
ニアの駅が出来るだけで、本県が発展するわけではな
く、どのような取り組みを行うことで、リニア開業の効果
を最大限に享受できるかを考え、取り組むことが必要
です。
そのための県土づくりの基本的な指針となるのが「山
梨県リニア活用基本構想」です。
ご意見のとおり、単純に経済波及効果だけを考えるの
ではなく、リニアの安全性についても十分に考慮し、安
全・安心な社会・県土を求めていくことが必要です。環
境影響評価などの手続きを通じ、事業者であるＪＲ東
海に対し、安全性を含め、周辺環境等への影響につ
いても十分に配慮することを求めていきます。

セス配慮書において明らかにした甲府盆地南部地域
のうち、甲府地域協議会から要望のあった2つの地域
について検討したところ、甲府市大津町周辺が望まし
いということで、リニア中央新幹線建設促進山梨県期
成同盟会総会において、会員の同意を得られたこと
から、山梨県としての要望をＪＲ東海に対して行ったと
ころです。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、リニアが自然環境を含め、周辺環境
へ与える影響について調査、対策の検討を行うため
の環境影響評価などの手続きを行っています。山梨
県としては、事業者であるＪＲ東海に対し、安全性を含
め、自然環境・周辺環境等への影響についても十分
に配慮することを求めていきます。

や、国の交通政策審議会での検討結果等により、原
子力発電所が停止している状況においても、需給バラ
ンスは確保されていることを確認しております。
また、山梨県では、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」を県政の中長期的な目標に掲げ、概ね2050年頃
までに、県内で必要な電力を100パーセント県内で賄
うことを目指しています。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨
9 第1章 本県の現状
と課題
2.本県の優位性
⑤安全・安心な社
会・県土

本県の優位性の中に「安全・安心な社会・県土」が
あり、将来展望の視点として、「本県優位性に磨きを
かけ、独自性を発揮する」とあるが、リニア新幹線の
安全性は、現状では、十分に安全が確保されてい
るとは考えられないため、リニアを推進することに反
対。
過去に宮崎の実験線では火災事故が発生したが、
未だにその原因は明らかにされず、対応策も知らさ
れていない。
南アルプスを貫く大トンネルの中で、事故がおきた場
合、乗客はどう脱出できるのか。そのまま走り続ける
しかないとか、リニアは安全だからその様なことはお
こらないとも言われている。日本中どこでも地震は、
おこるといわれながら、「安全神話」にまかせてきた
原発事故のようなことは、リニアでも想定できる。

意見数

1

意見に対する県の考え方（対応方針）
【反映困難】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論
等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、リニアが自然環境を含め、周辺環境
へ与える影響について調査、対策の検討を行うため
の環境影響評価などの手続きを行っています。山梨
県としては、事業者であるＪＲ東海に対し、安全性を含
め、自然環境・周辺環境等への影響についても十分
に配慮することを求めていきます。

10 第2章 リニア中央新 ○東日本大震災からわずか２か月後にリニアによる
幹線計画
中央新幹線計画の具体化が発表されたが、被災
地、被災者に配慮すべき。
東海道新幹線の利用者が増えていないという現実
も見据え、ムダで危険な投資はやめ、被災地支援と
旧国鉄の債務返済に使うべき。
○高度な技術でしか動かないリニア関連に巨費を
投じることは無謀である。
○東日本大震災の復旧、復興で大変な時に本当
にいま必要なのか。
○約9兆円という建設コストをかける価値のあるもの
なのか。「東京から大阪まで1時間で行ける」ことを
除いて「良いことは何もない」。
○不要不急の無駄な公共事業の筆頭にあげられる
リニアは不要である。

5 【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論

11 第2章 リニア中央新 甲府駅には中央線が一番時間がかからないのでは
幹線計画
ないか。リニアで1時間に1本を待って、バスで甲府
駅に行くのか。
リニア新幹線は甲府中心街の活性化には絶対にな
らない。他の方法で考えるべきである。
長期的・全県的視野で行政をお願いしたい。税金を
無駄に使わないでもらいたい。

1 【反映困難】
リニア開業効果を県全体で最大限に享受するため

12 第2章 リニア中央新 本県は、自然環境に恵まれ多彩な観光資源を有し
幹線計画
ているが、地元の資源を生かした振興とそれらを
ゆっくり見て回れる地域公共交通の充実にこそお金
を使うべき。
過大な需要予測は莫大な赤字を生み、JR東海だけ
では背負いきれなくなり、国民の税金を投入すること
になる。
これは未来に多大な負の財産を残すことであり、リニ
ア新幹線建設に反対する。

1 【反映困難】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論

13 第2章 リニア中央新 ○貴重な動植物の生息地を破壊、水脈の枯渇な
幹線計画
ど、かけがえのない自然環境を損壊する。
○自然を破壊し、エネルギーを大量消費して、この
スピードを得ることにどの様な利益があるというのか。
○ほとんどがトンネル内を走向の為、自然破壊や緊
急時の対応など、安全性が心配。

5 【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論
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等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。
審議会での議論の中では、リニア中央新幹線の必要
性について、現在の東海道新幹線の二重系化など、
様々な観点から検討されております。
また、地震時におけるリニアの安全性についても議論
がなされ、東日本大震災クラスの地震発生時にもリニ
アは脱線しづらい構造であることなど、安全性は確保
されることが確認されております。

に、将来の本県の姿を見据え、取り組むべき県土づく
りの基本的な指針として、本基本構想を策定するもの
です。
ご指摘のように、中間駅が設置される本県において
は、単なる通過駅とならないよう、県全体として魅力あ
る県土づくりの取り組みを行っていくことが必要です。
甲府市中心市街地においても、国内外からのリニア利
用客や県民にとって魅力的な地域づくりに取り組む必
要があります。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、リニアが自然環境を含め、周辺環境
へ与える影響について調査、対策の検討を行うため
の環境影響評価などの手続きが行われています。
本県としては、リニアを使って本県を訪れる観光客が
本県の豊かな自然や恵まれた観光資源を楽しむこと
が出来るよう、取り組みを行っていくことが重要である
と考えています。そのためには、地域公共交通の充実
も大切な取り組みの一つと考えており、バスネットワー
クの再編を始め、様々な検討を進めていきます。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、リニアが自然環境を含め、周辺環境
へ与える影響について調査、対策の検討を行うため
の環境影響評価などの手続きを行っています。山梨
県としては、事業者であるＪＲ東海に対し、安全性を含
め、自然環境・周辺環境等への影響についても十分
に配慮することを求めていきます。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

14 第2章 リニア中央新 「トンネルどん」といわれる出口の大騒音が心配であ
幹線計画
る。
高速走行による風切り音や低周波振動が心配であ
る。

1

15 第2章 リニア中央新 トンネル掘削によるトンネル川（水流出）や水脈に影
幹線計画
響があるのではないか。

1 【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論

【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論
等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。
審議会での議論の中では、リニアによるトンネル微気
圧波（いわゆる「トンネルどん」）が周囲に与える影響に
ついて実験線での計測結果を踏まえ、様々な観点か
ら検討され、一定の対策を施すことにより低減されるこ
とが確認されております。
現在、リニア中央新幹線の事業者であるＪＲ東海は、
自然環境を始め、周辺環境へ与える影響について調
査、対策の検討を行うための環境影響評価の手続き
を行っています。山梨県としては、事業者であるＪＲ東
海に対し、騒音・震動を含む安全性を始め、自然環
境・周辺環境等への影響についても十分に配慮する
ことを求めていきます。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、リニアが自然環境を含め、周辺環境
へ与える影響について調査、対策の検討を行うため
の環境影響評価などの手続きが行われています。
本県としては、実験線において生じた水枯渇などを踏
まえ、事業者であるＪＲ東海に対し、トンネル施工方法
や水枯渇対策を始め、自然環境・周辺環境等への影
響についても十分に配慮することを求めていきます。

16 第2章 リニア中央新 今の時代は、かつてのように多くの財源を公共事業
幹線計画
に回し、国土の開発に尽力する、高度経済成長時
代ではない。そうではなく、自然環境や健康、エネル
ギーや食の安全保証ないし自治が重視される時代
にあり、リニア新幹線計画は、時流にかなったもので
はない。大都市から隔離された地方に位置し、豊か
な自然環境に恵まれた山梨県は、国や国交省、東
京都、大阪府、愛知県などの大規模な自治体、JR
東海などの大企業に同調する必然性は全くなく、む
しろ、新しい価値観を発信していくべき立場にあると
考える。今、大胆にもリニア計画を見直す方向に舵
を切ることは、決して評判を落とすものではなく、将
来の世代によって大きく評価されるものであると確信
している。

1 【反映困難】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論

17 第2章 リニア中央新 県民の参加がうたわれてるものの、実際には参加し
幹線計画
ていないか、もしくは、出来ない状態にあるのが現状
だと思われる。リニア新幹線計画についてのワーク
ショップ、討論会（熟議）、計画推進の是非を問う住
民投票などを通じて、県民の議論やコンセンサスの
うえに、計画を見なおすべきである。

1 【その他】
本基本構想の策定に際して、平成24年9月から10月

18 第2章 リニア中央新 国際観光地としての意義は認める。しかし、観光客
幹線計画
の多くは安全で美しい自然に興味があるわけで景観
を壊すリニア架線やトンネルは不要（富士山が自然
遺産と成らなかったのも自然を改変しすぎたためで
あることも理由だろう）である。

1 【反映困難】
リニア中央新幹線建設に向けて、事業者であるＪＲ東

19 第2章 リニア中央新 ○景観の破壊、自然環境、電磁波による人体及び
幹線計画
生態系への影響など、調査が終わらないうちに工事
を開始することや仮工事の実施など説明責任が欠
如している。
○電磁波による人体の影響はどうか。

3 【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論
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等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。本県内に中間駅が設置されることは確実で、
そのリニア駅が本県の新たな玄関口となります。
現在の経済状況等を踏まえると、リニアの駅が出来る
だけで、本県が発展するわけではなく、どのような取り
組みを行うことで、リニア開業の効果を最大限に享受
できるかを考え、取り組むことが必要です。
そのための県土づくりの基本的な指針となる「山梨県リ
ニア活用基本構想」を策定するものです。
リニア中央新幹線を推進する山梨県としては、リニア
の安全性についても十分に考慮し、安全・安心な社
会・県土を求めていくことが必要です。環境影響評価
などの手続きを通じ、事業者であるＪＲ東海に対し、安
全性を含め、周辺環境等への影響についても十分に
配慮することを求めていきます。

にかけて、県内各地11箇所で意見交換会を実施いた
しました。意見交換会でいただいた意見やＨＰ、メール
等でいただいた意見などを踏まえながら、本基本構想
（素案）を策定しております。
今後は、この県民意見提出制度によりいただいた意見
等を踏まえ、構想を策定していきます。

海は、自然環境を始め、周辺環境へ与える影響につ
いて調査、対策の検討を行うための環境影響評価の
手続きを行っています。山梨県としては、事業者であ
るＪＲ東海に対し、安全性を含め、自然環境・周辺環
境等への影響についても十分に配慮することを求めて
いきます。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、景観や自然環境、磁界が与える影響
等を含め、人体や生態系など周辺環境へ与える影響
について調査、対策の検討を行うための環境影響評
価の手続きが行われています。
一方、山梨リニア実験線は、先行区間18.4㎞から全
線42.8㎞への延伸工事が進められ、完成後は営業
線仕様での実験が行われることとなります。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

20 第2章 リニア中央新 農地にも増して深刻なのは住宅、特に市街地を横
幹線計画
断される地域だろう。２０ｍほどの高さの構造物がマ
イホームから１０ｍ、２０ｍのところに出来てしまった
ら、その圧迫感たるやストレス以外の何ものでもな
い。そんな不健康的な暮らしも想像できるのに、活
用とは沿線市民のそれは、二の次、三の次なのか。
この計画も穏やかな暮らしや多様な命よりもお金な
のか。行政は活用の前に自主的検証などすることが
いくらでもあるではないか。

1

21 第2章 リニア中央新 開発、あるいはここでいうリニアの活用は、自然環
幹線計画
境、農業、住民の暮らしを破壊することに他ならな
い。（計画の中止を願う）
東京や横浜の友人、山梨に移り住んだ知人は、大
都市に近い豊かな自然というものを口にする。特定
の場所ではなく、どこにもあるその大切なものを壊し
ては活用とは言えない。

1 【反映困難】
本基本構想は、リニア開業のメリットを最大限に生か

22 第2章 リニア中央新 農業について、沿線には果樹畑や水田があり、この
幹線計画
低自給率の中にあって、食糧生産の貴重な現場で
あると共に、ここでの体験も同じように人間形成の場
となっている。潰される所も構造下になる所も、まさ
に犠牲になるだろう。

1 【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論

23 第2章 リニア中央新 ○多彩な観光資源について「山梨の美しい景観をリ
幹線計画
ニアの乗客に見てもらう」などど言っているが、86％
がトンネル区間であり、明かり区間でさえ高い防音壁
に囲われ不可能である。山梨の観光資源を生かす
にはリニアでなければならないような構想は、全く間
違っていると考える。
○トンネルばかりの車両からは何も見えず、観光客
は満足しない。

2 【反映困難】
リニア開業効果を県全体で最大限に享受するため

24 第2章 リニア中央新
幹線計画
2.東京都・名古屋市
間の計画概要

○甲府市の北部に住む人は、30分もかけて南の駅
に行く必要はなく、中央線の電車で充分である。今
の中央線でも高いと思っており、より高い料金を払っ
て、リニアには絶対に乗らない。
県庁に訪れる人も、遠回りして来るより、甲府駅で降
りたほうが、ずっと便利であろう。それとも、今新築し
ている県庁を壊して、リニアの駅前に造るとでもいう
のか。
○リニア新駅は大津周辺と仮定しているが何故なの
か。水害の恐れのある、又中央道,荒川、終末処理
場、工業団地、刑務所に囲まれた狭い地域で発展
性がないのに何故か。
50年、100年先の山梨を考えるべきで、事業費が
少なくて済むのか何なのか知らないが、先を読むこ
とが重要である。

2 【その他】
駅位置については、平成23年5月にＪＲ東海が環境ア

25 第2章 リニア中央新
幹線計画
3.県内ルート及び中
間駅の概要

○南アルプスにトンネルを掘ってまで造るのか、安
全性、経済性、開発必然性が不明である。
南アルプスは太平洋側で最大の自然林である。
○国立公園である南アルプスにトンネルを造るのは
本県の優位性を低下させる。
○南アルプスを自然遺産にするには、リニアは大き
な問題である。

6 【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論
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【反映困難】
リニア中央新幹線建設に向けて、事業者であるＪＲ東
海は、自然環境を始め、周辺環境へ与える影響につ
いて調査、対策の検討を行うための環境影響評価の
手続きを行っています。山梨県としては、事業者であ
るＪＲ東海に対し、安全性を含め、自然環境・周辺環
境等への影響についても十分に配慮することを求めて
いきます。

すとともに、デメリットを克服しながら、本県の将来の発
展につなげていくための県土づくりの基本的な指針とし
て取りまとめたものです。
全県下でリニア開業効果を享受できるよう、様々な分
野においてリニアを活用していくための施策を記述して
います。
第6章にも記述があるように、リニア効果を広く全県に
波及させていくためには、県、市町村を始め、企業や
県民が一体となった取り組みを行っていくことが重要
です。各地域においては、それぞれが魅力あるまちづ
くりを行って行くことが特に重要であり、住民が中心と
なった取り組みを行っていくことが求められます。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、リニアが自然環境を含め、周辺環境
へ与える影響について調査、対策の検討を行うため
の環境影響評価などの手続きを行っています。山梨
県としては、事業者であるＪＲ東海に対し、安全性を含
め、自然環境・周辺環境等への影響についても十分
に配慮することを求めていきます。

に、将来の本県の姿を見据え、取り組むべき県土づく
りの基本的な指針として、本基本構想を策定するもの
です。
中間駅が設置される本県においては、単なる通過駅
とならないよう、県全体として魅力ある県土づくりの取り
組みを行っていくことが必要です。
山梨の観光資源を生かすために、リニア効果を最大
限活用できるよう、取り組みを行っていくことは重要と
考えています。

セス配慮書において明らかにした甲府盆地南部地域
のうち、甲府圏域協議会から要望のあった2つの地域
について検討したところ、甲府市大津町周辺が望まし
いということで、リニア中央新幹線建設促進山梨県期
成同盟会総会において、会員の同意を得られたこと
から、山梨県としての要望をＪＲ東海に対して行ったと
ころです。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、リニアが自然環境を含め、周辺環境
へ与える影響について調査、対策の検討を行うため
の環境影響評価などの手続きを行っています。山梨
県としては、事業者であるＪＲ東海に対し、安全性を含
め、自然環境・周辺環境等への影響についても十分
に配慮することを求めていきます。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨
26 第2章 リニア中央新
幹線計画
3.県内ルート及び中
間駅の概要

○リニアのルートは、藤野木・愛川、糸魚川・静岡の
二つの構造線や無数にある活断層を切るなど「国
土強靱化」に逆行する。
○糸魚川・静岡構造線と中央構造線というの二つ
の大規模断層を横切るルートで大地震の際にガイド
ウェイが壊れることはないのか。

意見数

2

意見に対する県の考え方（対応方針）
【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論
等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。
審議会での議論の中では、リニア中央新幹線の必要
性について、現在の東海道新幹線の二重系化など、
様々な観点から検討されております。
また、地震時におけるリニアの安全性についても議論
がなされ、東日本大震災クラスの地震発生時にもリニ
アは脱線しづらい構造であることなど、一定の安全性
は確保されることが確認されております。

27 第3章 リニアの効果 該当箇所の記述に信ぴょう性がなく、現行のリニア
と影響
活用構想を再検討する必要があると考える。「プラ
スの効果」の記述に比べ「マイナスの影響」の記述
が少なく、予想があまいものになっており、双方の間
で矛盾する内容の記述があり、リニア計画について
の調査が不十分である。
○企業活動等への効果と影響について
プラスの効果の記述量が圧倒的に多く、信ぴょう性
に欠ける。記載内容は期待値に過ぎず、根拠が示さ
れていない。さらに、プラスの効果として、企業の立
地の増加、県内の経済効果がうたわれている一方
で、マイナスの影響として、それらの効果を否定する
内容が示されおり、両者の記述に矛盾がある。
○人口動向への効果と影響について
マイナスの影響についての調査が不十分であり、プ
ラスの効果を否定する内容がマイナスの影響として
記載されている（定住人口の増加／減少）ため、理
解が困難。
○観光需要への効果と影響の中で、プラスの効果
として、移動時間の短縮による長期滞在が可能にな
る、観光客が増加するなどの予想があるが、むしろ
反対に、宿泊する客が減少、滞在時間は縮小、全
体として地元経済の疲弊を招くという理解が正しいと
考える。

3 【反映困難】
本基本構想は、リニア開業のメリットを最大限に生か

28 第4章 リニアで描く
本県の将来像

「本県の目指すべき姿」「山梨らしさ」とあるが、何を
指しているのか分からない。グランドデザインが欠け
ている。仮にそれがあるとしたら、リニアとは関係がな
いはずであり、むしろ、リニア新幹線のような存在を
否定しうるもの（自然や環境保護、農業、スローライ
フなどを連想させるもの）であると考える。

1 【反映困難】
本基本構想は、リニア開業のメリットを最大限に生か

29 第4章 リニアで描く
本県の将来像
2.リニア開業後の本
県の姿
□新たなライフスタイ
ルの展開

「新たなライフスタイルの展開」について、それがある
としたら、東京に住居を構え、週末は山梨県に来
る、などのスタイルだと考えられる。山梨県内に生活
の拠点を構える人はむしろ減少し、都内へ通勤する
人は富裕層などのごくわずかの人に限られる。

1 【記述済み】
「新たなライフスタイルの展開」として、三大都市圏と

30 第4章 リニアで描く
本県の将来像
2.リニア開業後の本
県の姿
□地域資源を生かし
た多様な観光の進
展

本県を「国際観光地」として描こうとしているようだ
が、景勝地の観光では足りないと思う。思うに、東京
首都圏から政治的な機能を一部移転させ、ビジネ
スだけでなく政治的にも東京・山梨間に人的な移動
が恒常的に発生させることができれば面白い。
また、農業・再生可能エネルギー・医療・介護・教育
等の各分野において、世界に誇れるような事業を興
し、世界から視察者を受け入れられるようになれ
ば、各事業において多くの雇用が生まれるだけでな
く、更に産業観光という新しい事業も育つようにな
る。特に原発に代わる再生可能エネルギーの分野
では、人的・物的な地域資源が山梨では豊かだと考
えられる。「ぶどう」「宝石」とは別な新しい事業を進
んで育てるべきではないか。

1 【実施段階検討】
新たな観光の取り組みなどは、今後の検討事項となり
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すとともに、デメリットを克服しながら、本県の将来の発
展につなげていくための県土づくりの基本的な指針で
あることから、全県下で開業効果を享受できるよう、
様々な分野においてリニアを活用していくための施策
を記述しています。
ここに掲げた効果や影響については、リニアが開業す
るだけでその効果を発揮するものではなく、県や市町
村、企業や県民が一体となった取り組みを行うことで
実現できる内容となっています。また、ストロー現象な
ど一定のマイナス影響が生じることは否めませんが、
いかにしてマイナス影響を小さくし、プラスの効果を最
大限に活用できるかを開業までの時間を使い、検討し
ていくことも必要と考えています。

すとともに、デメリットを克服しながら、本県の将来の発
展につなげていくための県土づくりの基本的な指針で
あることから、全県下で開業効果を享受できるよう、
様々な分野においてリニアを活用していくための施策
を記述しています。
グランドデザインについては、県全体が一律のものでは
なく、各地域における特徴や特色を活かした姿を描く
ことが「山梨らしさ」につながると考えており、今後、県
や市町村、企業や県民が一体となった取り組みを
行っていくことが必要であると考えています。

圧倒的に近くなる時間距離を生かした生活形態の形
成が期待されるものであり、リニア開業をきっかけとし
た交流人口の増加から、移住、定住人口の拡大へと
展開していくことを描いたものです。
リニアが開業するだけで実現するものではなく、県や市
町村、企業や県民が一体となった取り組みを行うこと
で実現できる姿であると考えています。

ますが、ご意見等を参考にさせていただきます。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

31 第4章 リニアで描く
本県の将来像
2.リニア開業後の本
県の姿
□地域資源を生かし
た多様な観光の進
展

交通の高速化は観光の促進に効果があるのだろう
か。観光客はゆっくり時間をかけた心休まる時間を
すごすことを望んでいると思う。
交通の高速化は、長期的に見た場合、観光の振興
には無関係であると考える。また、高速で遠方に行
ける条件があるなら、途中下車して山梨県に来るの
ではなく、もっと遠い所に出かけるのではないか。

1

32 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

早期から区画整理を進め、スプロール化等を防ぐ為
にも入念な都市計画を。
近年「コンパクトシティ」なるものが注目されている
が、地価が甲府駅周辺より、ずっと安いであろうリニ
ア駅周辺では、ほぼ一から「コンパクトシティ」を造っ
ていく事が可能であると考えられる。

1 【実施段階検討】
都市計画区域マスタープランでは、無秩序な市街地

33 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

今の甲府中心は狭い道が多く、かつ官庁舎等が集
中している為、慢性的に渋滞が発生しており、その
為発展には限りがあると思う。いっそ、甲府駅とリニ
ア駅を短時間で結ぶ道、そしてそれらと県内各地を
つなぐ道を通じてリニア駅周辺は高層ビルの立ち並
ぶ東京や名古屋、大阪への出張に便利な経済の
街とし、甲府駅周辺は商業施設や市・県・国の庁舎
や県の公共施設、大学、高層マンション etc...が立
ち並ぶ商業・官庁・学業の街として、交通手段には
バス等の公共交通機関や自転車の利用を働きか
け、交通量の増加を出来るだけ抑えて別々の発展
をさせていく。
甲府駅周辺の整備に関してはさいたま新都心的な
モノを理想像として考えられる。

1 【反映困難】
甲府市中心市街地については、都市づくりの基本方

34 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

○新交通システムの導入を契機に住環境の整備も
同時に行い、魅力ある山梨をつくることが重要。豊
かな自然環境を生かしたまちづくりや公共交通網の
整備、地域経済の振興策など言うならば、｢住みたく
なるまち｣をつくることが重要だと思う。
新交通システムの建設のみにとどまらず、公園整備
や商業施設誘致などまちづくりの観点で新交通シス
テムを計画してほしい。
○山梨県には自然が多くあり心休まる場所はある
が、心踊る場所はあまりない。リニア新駅と甲府駅と
の間に新しい交通網ができるならば、その沿線にみ
んなが集える場所を作ったり、素敵なまちを作ったり
魅力のある場所にして欲しい。
魅力のないまちに人は住まない。

2 【実施段階検討】
都市づくりの基本方針である「都市計画区域マスター

35 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

甲府中心商店街の地盤沈下に心を痛めている。甲
府市周辺に大型ショッピングセンターが次々に出来
たことが原因の一つだと思う。（そうしてきた県の対
応にも問題がある。）
リニア構想では、新駅は甲府周辺に出来、更に地盤
沈下が進むと考えられる。県都である甲府市の人
口が20万人以下で甲府駅前商店街もさびれている
という状況ではせっかく山梨に訪れた観光客も失望
してしまう。

1 【実施段階検討】
リニア開業効果を県全体で最大限に享受するため
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【反映困難】
リニアは東京圏のみでなく、これまで交流の少ない中
京圏、関西圏との時間距離を大幅に短縮します。
これまで本県が観光の対象にはならなかった圏域か
らも本県を訪れる観光客が見込まれます。
リニアを使って本県を訪れる観光客が本県の豊かな
自然や恵まれた観光資源を楽しむことが出来るよう、
また、リピーターとして何度も訪れたくなるような取り組
みを行っていくことが重要であると考えています。
また、移動時間が少なくなることで本県への滞在可能
時間が長くなり、ゆっくりと時間をすごす観光が求めら
れることも予想されますので、ニーズに合わせた取り
組みを行っていくことが必要であると考えています。

の拡散や都市機能の郊外立地を抑制し、都市機能を
集約していくことを本県の都市づくりの基本理念として
います。
リニア駅周辺については、交通結節機能を中心とした
整備を行っていくこととなります。今後、必要な機能に
ついては、県内各地の拠点等との調和を図りつつ、地
域や県民の意向を踏まえながら、「リニア駅周辺整備
基本方針（仮称）」の策定等を行い、目指すべき姿を
描きながら、土地利用の方針についても検討を行って
いきます。

針である「都市計画区域マスタープラン」に基づき、都
市づくりを行っていきます。
広域拠点と位置付けられている甲府駅周辺は、現在
も多くの都市機能が集積しています。
広域拠点である甲府駅周辺と新たな本県の玄関口と
なるリニア駅周辺を結ぶことは、既存の都市機能を有
効に活用していくためにも重要なことです。新たに整備
される両地点を結ぶ交通機関を中心に都市交通の
充実を図っていくとともに、その沿線についても各地域
が魅力あるまちづくりを行っていく取り組みも必要と考
えています。

プラン」において、広域拠点と位置付けられている甲
府駅周辺は、現在も多くの都市機能が集積していま
す。
広域拠点である甲府駅周辺と新たな本県の玄関口と
なるリニア駅周辺を結ぶことは、既存の都市機能を有
効に活用していくためにも重要なことです。新たに整備
される両地点を結ぶ交通機関を中心に都市交通の
充実を図っていくとともに、その沿線についても各地域
が魅力あるまちづくりを行っていく取り組みも必要と考
えています。

に、将来の本県の姿を見据え、取り組むべき県土づく
りの基本的な指針として、本基本構想を策定するもの
です。
県全体として魅力ある県土づくりの取り組みを行ってい
くことが必要であり、甲府市中心市街地においても、国
内外からのリニア利用客や県民にとって魅力的な地
域づくりに取り組む必要があります。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

36 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

○アクセス強化というが現実的には莫大なお金がか
かり財政的に非常に大変である。県民の負担が増
え県民サービス低下も心配である。新駅・交通網の
新設による農地の減少も心配である。
「リニアが来れば何でも良くなる」と安易に考えず、リ
ニアなしでも山梨の中心、甲府市を中心に、どのよ
うにしたら県民が暮らしやすく、観光客にも魅力ある
町が作れるのか検討してほしい。
○品川へ２５分、名古屋へ４０分のために、どれほど
のアクセスが必要なのか。関連工事を考えれば、全
く効率の悪い構想だと考える。
○リニアへのアクセスを向上させるために、県内各
地とリニア駅を結ぶ新たな道路の建設が計画され、
中には県民が望まない環状道路北部区間や、「新・
新御坂トンネル」の建設まで加えられていることに、
たいへんなおどろきと不信を持っている。

4

37 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

「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」とあるが、リニア
の存在は、むしろ都市機能集約の理念に反するも
のであり、拡散、郊外化を招くものであると考えられ
る。図5-1「県土づくりのイメージ」については、拠点
になる都市が曖昧になると解釈される。
また、リニア駅とその他の拠点とのアクセスの問題を
解消するためには多額の予算が必要となり、財政を
圧迫する。
県土づくりの理念と現状分析を照らしあわせ、再度、
リニア計画について検討することが必要であると考
える。

1 【実施段階検討】
都市計画区域マスタープランでは、無秩序な市街地

38 第5章 リニアを活用
した県土づくり
2.リニア新駅及び周
辺の整備

周辺整備、展望施設などバラ色に描くが、こうした箱
もの行政が日本中でその維持費や借金で破たんし
ていることは枚挙にいとまがない。国と自治体双方
を財政破たんに追い込むことになる。

1 【反映困難】
リニア駅は本県のほぼ中央に位置し、本県と首都圏や

【反映困難】
リニア開業効果を県全体で最大限に享受するため
に、将来の本県の姿を見据え、取り組むべき県土づく
りの基本的な指針として、本基本構想を策定するもの
です。
リニアで本県を訪れる人々が県内各地の目的地まで
円滑で快適に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
盤の整備が必要と考えています。
甲府市中心市街地や県内各地においても、国内外か
らのリニア利用客や県民にとって魅力的な地域づくり
に取り組んでいく必要があります。

の拡散や都市機能の郊外立地を抑制し、都市機能を
集約していくことを本県の都市づくりの基本理念として
います。
リニア駅周辺については、交通結節機能を中心とした
整備を行っていくこととなります。今後、必要な機能に
ついては、県内各地の拠点等との調和を図りつつ、地
域や県民の意向を踏まえながら、「リニア駅周辺整備
基本方針（仮称）」の策定等を行い、目指すべき姿を
描きながら、土地利用の方針についても検討を行って
いきます。

中京圏、関西圏を短時間で結ぶ本県の新たな玄関
口となります。
良好な立地条件を生かし、国内外から訪れる人々に
本県のすばらしさを発信するとともに、誰もが利用した
くなる魅力的な施設として整備していくことが必要とな
ります。

39 第5章 リニアを活用 リニア新駅（甲府市大津町周辺）を県内経済の中
した県土づくり
心・交通網の中心に位置づけるなどは、非常に疑問
2.リニア新駅及び周 である。
辺の整備

1 【反映困難】
本県の都市づくりの基本方針である都市計画区域マ

40 第5章 リニアを活用
した県土づくり
2.リニア新駅及び周
辺の整備
3.県内各地を結ぶア
クセス強化

リニア新駅周辺の整備、アクセス強化等について
は、山梨県と関係自治体がすすめることになってい
る。その予算はどの位になるのか。説明会や意見交
換会では明らかにされていない。県の負担は、県民
の税金によるものである。このことが明らかになされ
ないまま、活用基本構想が一方的に宣伝されること
については、納得いかない。

1 【実施段階検討】
リニア活用基本構想は、県土づくりの方向性を示すも

41 第5章 リニアを活用
した県土づくり
2-2.リニア新駅周辺
に整備する施設及び
機能

○駐車場は駅郊外（最寄りのICに接続）に設置し、
駅まではバスや水平エレベータで移動。
○企業や会議場、教育機関、首都機能の一部など
を誘致すべき。
甲府市、山梨県は本店経済都市としても支店経済
都市としても日本の中心として発展出来る多大な可
能性を持っている。
○リニア駅近くには高層複合ビル等を建設すべき。
○国の中央省庁の施設移転・工場の誘致・ベッドタ
ウン化を平行して考慮し、人口の増加を図るべき。
○リニア駅周辺を開発しないことは県全体の発展を
考えていない。
新駅と甲府駅のアクセス、さらに広範囲にリニア効
果を高める展開が必要である。

5 【実施段階検討】
リニア活用基本構想は、県土づくりの方向性を示すも
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スタープランにおいては、拡散型の都市づくりから都市
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。
その基本理念を踏まえ、リニア駅周辺を新たな県内
経済の中心にするような整備ではなく、交通結節機能
を中心とした整備を行っていくことを考えております。

のであり、リニア駅周辺は交通結節機能を中心とした
整備を行うことを基本としています。
具体的に駅周辺に必要となる施設の機能や規模など
は、今後策定を予定している「リニア駅周辺整備基本
方針（仮称）」の検討の過程で議論することとなりま
す。

のであり、リニア駅周辺は交通結節機能を中心とした
整備を行うことを基本としています。
具体的に駅周辺に必要となる施設の機能や規模など
は、今後策定を予定している「リニア駅周辺整備基本
方針（仮称）」の検討の過程で議論することとなりま
す。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

42 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化

現在の山梨県は全国有数の車社会であり、その影
響で交通渋滞や自動車事故が多発していたり、県
民の運動量が全国平均に比べて極端に少なかった
りという課題を抱えている。リニア開通を契機に車社
会から鉄道やバスといった公共交通機関が主に用
いられる、安全かつストレスフリーでCO2の発生も少
ない社会に変わっていけたらと思う。

1

43 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化

○リニア駅と甲府駅（JR中央線）、JR身延線（東花
輪駅あたり）を結ぶ公共交通機関の整備を行うべ
き。甲府駅との接続はBRT案が有力らしいがそれで
も良い。
○リニア駅からのアクセスは平和通りを利用すると
車線拡大が必要となるため、荒川堤防上を利用す
る案が将来の拡張性や実現性において一番だと考
えられる。
○ＢＲＴの導入は、経済面でも比較的安いコストで
導入でき、将来的な利用者数の増加やリニアの運
行本数の増加に対しても、柔軟かつ迅速に対応で
きる現実的な交通システムだと思う。
○リニア新駅と甲府駅とを結ぶ交通システムは、最
先端の乗り物であるリニアに似合ったものでなけれ
ばならない。投資額もあまり高くなく、結構かっこいい
車両もあるＢＲＴはよい。山梨県の交通システムの
軸となり、山梨県全域に交通網が広がっていっても
らいたい。

7 【記述済み】
リニア新駅と甲府駅周辺とのアクセス強化について

44 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
①リニア新駅と甲府
駅周辺とのアクセス
強化

○バス専用道では「あずさ」などの中央線特急が乗
り入れられず、県内のみならず長野県方面へのアク
セス時間が伸びてしまうため、在来線鉄道の乗り入
れ可能な方式（支線設置など）にして頂きたい。
○身延線を2Km程度リニア新駅まで分岐させ、リニ
ア新駅でリニア新幹線から特急あずさ号に乗り換え
出来ると良い(身延線を経由し、中央東線に接続)。
この案が実現すると、甲府駅への利用客はもちろ
ん、諏訪・松本方面の利用客にとっても便利にな
る。

2 【反映困難】
身延線の鉄道事業者はＪＲ東海であり、身延線の枝

45 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
①リニア新駅と甲府
駅周辺とのアクセス
強化

甲府駅とのアクセスは、ＢＲＴにせよＬＲＴにせよ、リ
ニア新駅、甲府駅での乗り換え移動負担の軽減に
配慮されたい（国際空港への時間短縮効果を最大
限に活かすには、大きな荷物を持っての移動負担
の軽減は必須）。従来のような駅前広場にバス乗り
場という発想から離れ、リニアや鉄道のホームから
エレベータ１本でバスまたはＬＲＴ乗り場と直結する
（ホーム直上または直下に乗り場を配する）よう検討
してはどうか。

1 【実施段階検討】
リニア駅周辺は交通結節機能を中心とした整備を行う

46 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
①リニア新駅と甲府
駅周辺とのアクセス
強化

○新平和通（現在4車線）を6車線化する。
○BRT交通システムの荒川土手の新交通について
は、写真掲載のイメージのような、緑化された片側3
車線の広軌道を整備する。
50年後、100年後の山梨を見据えた大胆な交通整
備が必要である。
沿道の建物のビル化が進むとますます道路拡張が
困難になる。

1 【実施段階検討】
ご指摘の各項目については、今後の検討事項となりま

47 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
②リニア新駅と県内
各地とのアクセス強
化

甲府駅との接続ばかりが報道されているが、山梨県
全体と東海道新幹線のサブとして考えなければなら
ない。それにはＪＲ身延線を利用することで全てが
解決する。身延線で市川・富士川・身延にアクセス
でき、甲府駅にももちろんアクセスできる。山梨全体
の発展を考慮していただきたい。
大津からバスで身延線にアクセス・身延線を延長と
か議論しているが、身延線の複線化、高速化を考
えることが重要である。

2 【反映困難】
ご指摘のとおり、身延線など既存交通の活用は、本県
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【その他】
都市づくりの基本方針である都市計画区域マスタープ
ランで広域拠点と位置付けられた甲府駅周辺と新た
な本県の玄関口となるリニア駅周辺を結ぶことは、既
存の都市機能を有効に活用していくためにも重要なこ
とです。新たに整備される両地点を結ぶ交通機関を
中心に都市交通の充実を図っていくとともに、その沿
線についても各地域が魅力あるまちづくりを行っていく
取り組みも必要と考えています。

は、道路交通によるアクセス強化及び、新たな交通手
段の整備について基本的な方向性を示しております。
新たな交通手段としては、ご指摘のようにＢＲＴの整備
について検討を行っていきます。今後、市町村や関係
者、バス事業者などと十分な検討・協議を進めていく
こととなります。

線設置については、ＪＲ東海に対し、要望していく必要
があります。
ＪＲ東海は、リニア中央新幹線の整備に、投資を集中
させる考えであることから、枝線の設置について、現時
点では困難であると考えられます。

ことを基本としていますが、交通結節機能の整備に際
しては、利用者が円滑に他の交通機関に乗り換えが
出来るような利便性を確保することを念頭に検討して
いきます。
ご指摘についても参考にして検討して参ります。

す。
ご意見を参考に検討を進めていきます。

全体の発展につながる重要な取り組みです。
身延線の鉄道事業者はＪＲ東海であり、身延線の複
線化、高速化については、ＪＲ東海に対し、要望してい
くこととなります。
ＪＲ東海は、リニア中央新幹線の整備に、投資を集中
させる考えであることから、現時点では困難であると考
えられます。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

48 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
②リニア新駅と県内
各地とのアクセス強
化

○リニア新駅の乗降数を増やすには、富士五湖へ
の接続である。なんと言っても富士山が集客の中心
である。新たなトンネルを甲府南インター付近から河
口湖付近に造ることである。
又八ヶ岳・昇仙峡等の観光地へは、新環状線・中
央道・中部横断道を利用し、30分で移動できること
である。残念ながら観光以外山梨の未来は考えら
れない。
○リニア駅と富士北麓地域を、より短時間で結ぶ車
両用トンネルを作る構想があるようだが賛成である。
地域住民の移動のみならず、駅からバス等を通じて
県外や国外からの更に多くの観光客に観光地に来
てもらえることが期待できる。

2

49 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
②リニア新駅と県内
各地とのアクセス強
化

ヴァンフォーレ甲府のホームである山梨中銀スタジ
アムは小瀬にあるが、リニア駅からこの地への交通
手段も検討すべき。
開通後のホーム戦では全国から沢山のサッカー観
戦客に来てもらえることが期待できる。

1 【実施段階検討】
バスネットワークの再編など、具体的なルート等につい

50 第5章 リニアを活用 リニア駅と各地域との交通手段には鉄道やリムジン
バスを活用、推奨などして付近の交通渋滞を抑え
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア る。
クセス強化
②リニア新駅と県内
各地とのアクセス強
化

1 【実施段階検討】
リニア駅周辺は交通結節機能を中心とした整備を行う

【記述済み】
リニア新駅と県内各地とのアクセス強化については、Ｊ
Ｒ身延線へのアクセス強化や道路交通によるアクセス
強化について、基本的な方向性を示しております。
富士北麓地域方面とのアクセス強化の一つとして、ご
指摘のような、新たな御坂トンネルの構想推進を掲げ
ております。

ては、今後の検討事項となりますが、ご意見等を参考
にさせていただきます。

ことを基本としていますが、交通結節機能の整備に際
しては、利用者が円滑に他の交通機関に乗り換えが
出来るような利便性を確保することを念頭に検討して
いきます。
ご指摘についても参考にして検討して参ります。

51 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
②リニア新駅と県内
各地とのアクセス強
化

リニア駅と甲府中心街や南アルプス市など、他の周
辺市街地との交通アクセスの利便性が良くないと全
く意味がない。
少なくとも甲府中心や周辺各市の市街地に３０分以
内に行けなければ、在来線と変わらない。
駅周辺に国の機関等を誘致して新しいビジネス街を
作り、発展を図ったとしても、周辺各市からのアクセ
スが悪ければ、その各市から企業が駅周辺に移転
するというストロー効果も出てしまうのではないか。

1 【記述済み】
リニア新駅と県内各地とのアクセス強化については、Ｊ

52 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
②リニア新駅と県内
各地とのアクセス強
化

富士北麓地域にトンネルで繋げると言っているが、リ
ニアで来た人は車を持って来れるはずもなく、移動
手段は本数が極端に少ないバスとタクシーとなる。
これを期に電車網を整備した方がいいと思う。発展
に繋がらない原因はどう考えても、電車網である。
電車移動が当たり前の都会の若者が移住したいと
思うわけがない。
特に小瀬スポーツ公園あたりの甲府市から笛吹市
あたりは電車が全く通っていない。

1 【反映困難】
バスネットワークの再編など公共交通網の整備につい

53 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
②リニア新駅と県内
各地とのアクセス強
化

富士北麓（山中湖）は観光を中心とした地域であり、
リニアにはおおいに期待している。
しかし、今の交通網ではリニア新駅から富士北麓ま
ではかなり時間（１時間30分程度）を要し、なかなか
集客は難しいのではないかと思う。
車での移動手段として、新たな御坂トンネルなどの
計画もあり期待しているが、電車での移動は困難な
状態にある。その対応として、富士急行線をリニア
新駅まで新設し、リニア新駅〜富士北麓の富士河
口湖・富士山駅まで、さらに山中湖まで延長すれ
ば、おもてなしの推進と地域資源の活用になるので
はないか。

1 【反映困難】
リニア新駅と県内各地を結ぶアクセス強化について
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Ｒ身延線へのアクセス強化や道路交通によるアクセス
強化について、基本的な方向性を示しております。
道路交通によるアクセス強化の方針として、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３
０分圏域の拡大を目指すこととしております。
また、リニアで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。

ては、今後の検討事項となりますが、ご意見のような
鉄道網の整備については、現実的でなく、構想への反
映は困難であると考えます。

は、当該ページに記述しております。
ご指摘のような富士急行線の延伸については具体的
に検討は行っておりませんが、大規模な工事等が必
要になることから、困難であると考えられます。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨
54 第5章 リニアを活用
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア
クセス強化
③リニア新駅開業を
見据えたバスネット
ワークの再編

○バスネットワークの再編をすると書かれているが、
バス利用者が減ってきている中で、新駅からの新た
なバス路線の維持が可能か、またバスを乗り継いで
目的の観光地に行くか、リニアが早くてもその後の移
動と待ちに多くの時間と労力を要するのではない
か。
○バスネットワークの再編については、「リニア活用」
という視点について考慮されていない。
１年くらいの期間をかけて、しっかりまとめて、新たに
意見を聞いていく必要がある部分である。
○バスネットワークの再編について、「路線の維持が
困難」と書いてある中で、このような「再編のイメー
ジ」は、まずあり得ないのではないか。こうした枠組み
では、路線の廃止は目に見えている。

意見数

3

意見に対する県の考え方（対応方針）
【実施段階検討】
リニア開業効果を県全体で最大限に享受するため
に、将来の本県の姿を見据え、取り組むべき県土づく
りの基本的な指針として、本基本構想を策定するもの
です。
バスネットワークの再編についても、その大きな方向性
を示したものであり、今後、再編に向けた取り組みを
行っていく際には、県や市町村を始め、バス事業者や
県民からの意見などを踏まえ、検討を行って参りま
す。

55 第5章 リニアを活用 高齢者などの「交通弱者」に配慮した生活交通とし
ての公共交通の維持に費用をかけることを優先され
した県土づくり
3.県内各地を結ぶア ることを望む。
クセス強化
③リニア新駅開業を
見据えたバスネット
ワークの再編

1 【反映困難】
バスネットワークの再編など公共交通網の整備につい

56 第5章 リニアを活用
した県土づくり
4.リニアを生かした活
性化施策

やまなしブランドの推進やものづくり産業の海外展開
等、山梨県を活性化するための施策については、リ
ニア中央新幹線計画とは切り離して考えるべき。換
言すれば、記載されている理念、将来像は、リニア
が存在しなくても、行政や住民の努力によって達成
可能なものである。
リニア計画とは区別して、別途、山梨県の発展に向
けた施策を議論し、実行性のあるものに落としこむ
べきであると考える。

1 【反映困難】
本基本構想は、リニア開業のメリットを最大限に生か

57 第6章 基本構想の ○のんびりゆったりエコで自然を満喫する。四方を山
推進
脈に囲まれ、名所・旧跡、湖、清流が豊かな山梨。
京都のような華やかさはなくとも、健康的で家庭的
な雰囲気を満喫できる山梨。リニアに頼らず、県民
の知恵を集めて未来の山梨像を作ることを切望す
る。
○いま求められているのは人間に対しても、自然に
対しても優しい共存・共生の精神である。いたずらに
「スピード」を追い求め、「効率」優先の物づくりをあお
り、「競争」で優劣を競う社会に未来はない。真っ暗
なトンネルに閉じ込められて楽しい旅ができるはずが
ない。

2 【反映困難】
リニアは東京圏のみでなく、これまで交流の少ない中

58 ＜参考編＞需要予 リニア利用客の予測根拠が不明であり、予測値は過
測と経済波及効果 大である。
将来的に人口減が予想されている。乗客の予想数
もとても考えられない。
プラス効果とマイナス影響があるといいながら、立地
企業数、居住人口のプラスの効果のみが試算さ
れ、マイナスの影響はどのくらいあるのか、合算では
どうなるかの試算がされていない。
「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」としているが、片道何本が
停車するのかすら示されていない。
1日に何本停まるのか不明だが、仮に早朝深夜を
除いて10時間として上下で20本。一編成最大乗車
人員1,000人なのに、新駅に停まるすべての列車で
430人の観光客が乗降するとはとても思えない。

4 【修正加筆等意見反映】
需要予測については、県内外の企業及び住民に対す
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ては、今後の検討事項となりますが、リニア新駅に新
たに生じる交通需要は、交通網全体に大きな影響を
与えるものとなります。
できる限り既存のバス路線を維持・継続していくととも
に、ネットワークの再編にも取り組んでいく必要があると
考えています。

すとともに、デメリットを克服しながら、本県の将来の発
展につなげていくための県土づくりの基本的な指針で
あることから、全県下で開業効果を享受できるよう、
様々な分野においてリニアを活用していくための施策
を記述しています。

京圏、関西圏との時間距離を大幅に短縮します。
これまで本県が観光の対象にはならなかった圏域か
らも本県を訪れる観光客が見込まれます。
リニアを使って本県を訪れる観光客が本県の豊かな
自然や恵まれた観光資源を楽しむことが出来るよう、
また、リピーターとして何度も訪れたくなるような取り組
みを行っていくことが重要であると考えています。
また、移動時間が少なくなることで本県への滞在可能
時間が長くなり、ゆっくりと時間をすごす観光が求めら
れることも予想されますので、ニーズに合わせた取り
組みを行っていくことが必要であると考えています。
そのためには、県民の知恵を集めて未来の山梨像を
描いていくための様々な検討を進めていきます。

るアンケート結果から、リニアの需要を予測し、山梨県
が算出しています。
算定に際しては、将来の人口減少や超高齢社会の到
来などの社会情勢の予測も加味した上で、予測を
行っております。
また、リニア開業により、県内から撤退する企業や転
出する住民の数など、マイナスとなる影響についても
加味した上で算定しております。
一方、リニアの具体的な運行形態については、開業
前でないと明らかにならないため、詳細について現時
点では不明ですが、運行本数から算定を行っているも
のではありません。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

59 ＜参考編＞需要予 立地する企業数の予測の根拠が示されていない。
測と経済波及効果 また、撤退する企業数が示されていない。

1

60 ＜参考編＞需要予 山梨県の自然に魅力を感じて移住してくる人の主な
測と経済波及効果 移住先は、リニア駅周辺でなく北杜市や富士山麓
などである。
リニア開通に伴い、どうして約14600人の移住が見
込まれるのか根拠が示されていない。
また企業の移転に伴う人口の県外流出数が、示さ
れていない。

1 【修正加筆等意見反映】
需要予測については、県内外の企業及び住民に対す

61 ＜参考編＞需要予 「観光客」は新駅から観光地までの移動をどうする
測と経済波及効果 のか。端末交通手段別利用者の約67％が「自動
車」とされており、観光客の67％はバスかレンタカー
で移動することになる。

1 【修正加筆等意見反映】
需要予測については、県内外の企業及び住民に対す

62 ＜参考編＞需要予 リニアは80％がトンネルで、車窓の眺めを楽しむこと
測と経済波及効果 は出来ない。リニア利用の観光客が8,600人/日も
いるとは思えない。さらに、8,600人/日のうち、既存
交通手段からの転換が6,700人/日と書かれてい
る。
特急あずさの乗車率は年間数日の繁忙期を除いて
高くなく、その利用者が減れば減収になり、採算の
点でJRはどう考えているのか。

1 【修正加筆等意見反映】
需要予測については、県内外の企業及び住民に対す

63 ＜参考編＞需要予 ｢通勤通学の増加」は非現実的で、高い定期を買っ
測と経済波及効果 てリニアを利用する人がどれだけいるというのか。
人口が「リニアで通勤通学できるから」と増えるの
か。都合のよい「予測」は信じるに足りない。
公共事業ではつねに「過剰な需要予測」がなされ
る。東海道新幹線以外は常に「過剰予測」に基づい
て建造された。今回も、根拠が示されず｢〇〇％が
新規利用」と書いてあるばかりである。

1 【修正加筆等意見反映】
需要予測については、県内外の企業及び住民に対す

64 ＜参考編＞需要予 リニアによって企業誘致が進み、県内経済が活性
測と経済波及効果 化してその効果は約2420億円に達するというが、今
後人口も減り、企業は「安い労働力と低コスト」を求
めて海外に拠点を移し、現地生産・現地販売がより
加速する状況の下で、目算どおり企業の移転・労働
者の移住が期待できるのか。

2 【修正加筆等意見反映】
経済波及効果については、県内外の企業及び住民に

65 ＜参考編＞需要予 リニア新幹線について、最も基本になるのはその利
測と経済波及効果 用率の問題であり、利用者数12,300人/日、居住
人口14,600人、事業所数2,600のそれぞれの根拠
が不明である。
その妥当性が証明されない限り、活用基本構想は
説得力がない。従って、需要予測について、根拠を
検討しながらの議論の場がもたれることが望ましい。
また、12,300人/日のうち、在来の中央本線利用者
数はどの程度乗り換え客として見込まれているのか
不明である。
県全体として、来県、出県者数がどのように変わる
のか示すべきである。

3 【修正加筆等意見反映】
需要予測については、県内外の企業及び住民に対す
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【修正加筆等意見反映】
需要予測については、県内外の企業及び住民に対す
るアンケート結果から、山梨県としてリニアの需要を算
出しています。
リニア開業により、県内から撤退する企業や転出する
住民の数など、マイナスとなる影響についても加味し
た上で算定しております。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

るアンケート結果から、山梨県としてリニアの需要を算
出しています。
リニア開業により、県内から撤退する企業や転出する
住民の数など、マイナスとなる影響についても加味し
た上で算定しております。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

るアンケート結果から、リニアの需要を予測し、山梨県
が算出しています。
リニアで本県を訪れる人々が、二次交通としてどのよう
な手段を選択するかについても、アンケート結果から
算出したものです。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

るアンケート結果から、山梨県としてリニアの需要を算
出しています。
リニア開業により、県内から撤退する企業や転出する
住民の数など、マイナスとなる影響についても加味し
た上で算定しております。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

るアンケート結果から、山梨県としてリニアの需要を算
出しています。
リニア開業により、県内から撤退する企業や転出する
住民の数など、マイナスとなる影響についても加味し
た上で算定しております。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

対するアンケート結果から、リニアの需要を予測し、そ
の需要に基づき、波及効果を算出しています。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

るアンケート結果から、山梨県としてリニアの需要を算
出しています。
リニア開業により、県内から撤退する企業や転出する
住民の数など、マイナスとなる影響についても加味し
た上で算定しております。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

66 ＜参考編＞需要予 人口減少における少子化および生産年齢人口層の
測と経済波及効果 劇的減少、LCC,高速バス等の廉価移動手段の出
現がリニア使用に与える影響が考察されておらず、
リニアの採算性が不明である。
経済成長とグローバリゼーションにおける山梨県の
将来見通しが不明である。

1

67 その他

リニアは山梨県の希望の象徴、可能性の乗り物であ
る。計画を進めていくにあたり色々課題が発生する
かもしれないが、あきらめず可能性を信じ、力を尽く
せば、道は自ずと拓けると信じている。
リニアを通して甲府市、そして山梨県が日本を支え
る、豊かで暮らしやすく、活気に溢れ、皆に愛され、
また憧れられる都市として発展する明るい未来を
願っている。

1 【その他】
ご意見のとおり、リニア開業を本県発展のための機会

外国では採算性や磁界の影響により、リニアから撤
退している。

1 【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論

68 その他

【修正加筆等意見反映】
需要予測については、県内外の企業及び住民に対す
るアンケート結果から、リニアの需要を予測し、山梨県
が算出しています。
また、算定に際しては、将来の人口減少や超高齢社
会の到来などの社会情勢の予測も加味した上で、予
測を行っております。
ご指摘を踏まえ、資料編として、需要予測及び経済
波及効果の算定根拠を掲載いたします。

ととらえ、県をはじめ、市町村や企業、さらには県民が
一体となった取り組みを進めて参ります。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。
審議会での議論の中では、リニアによる磁界が周辺環
境に与える影響について実験線での計測結果を踏ま
え、様々な観点から検討され、一定の安全性が確認
されております。
現在、リニア中央新幹線の事業者であるＪＲ東海は、
自然環境を始め、周辺環境へ与える影響について調
査、対策の検討を行うための環境影響評価の手続き
を行っています。山梨県としては、事業者であるＪＲ東
海に対し、磁界を含む安全性を始め、自然環境・周
辺環境等への影響についても十分に配慮することを
求めていきます。
69 その他

70 その他

71 その他

アセスは信用できない。今まで公共事業でアセスが
ストップした例はあまり聞かない。
読むのに何日もかかる膨大な意見書が提出され、
すべてが「環境への負荷は軽微」というアセスメント
の役割を放棄した恥ずべき内容になると予測され
る。

1 【その他】
リニア中央新幹線建設に向けて、事業者であるＪＲ東

○安全性についても、原発事故や笹子トンネル事故
などをあげるまでもなく、「安全」といわれればますま
す不安になる。
○全区間の８７％がトンネルで、事故が起きたら、数
十メートルから数百メートルを水平または階段を歩
いて避難するのか。明かり区間の高架橋からはロー
プで２０メートルおりるのか。「事故は起きないからと
対策を軽視する」のか。
地震で、ストップした場合、身体に不安を持つ弱者
や子どもをどう安全に誘導するのか。
リニアの安全性は確保されていない。

2 【その他】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論

○文化遺産・富士山を強調するが、北富士演習場
は最悪のマイナス要因で、平日爆音とともに富士山
に爆弾を打ちこむ自衛隊と米軍の演習こそ観光振
興の観点でやめてもらうべき。
○知事が行っているトップセールスに、もっとメディア
やSNSを活用すべき。

2 【その他】
ご意見については、今後の県政の課題として検討して
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海は、自然環境を含め、周辺環境へ与える影響につ
いて調査、対策の検討を行うための環境影響評価な
どの手続きを行っています。山梨県としては、事業者
であるＪＲ東海に対し、安全性を含め、自然環境・周
辺環境等への影響についても十分に配慮することを
求めていきます。

等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。現在は、リニアの安全性を始め、周辺環境へ
与える影響について調査、対策の検討を行うための
環境影響評価などの手続きを行っています。山梨県
としては、事業者であるＪＲ東海に対し、安全性を含
め、自然環境・周辺環境等への影響についても十分
に配慮することを求めていきます。

いきます。

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方
№ 箇所
意見要旨

意見数

意見に対する県の考え方（対応方針）

72 その他

行政として関与し、リニア推進のために人員を配置
し公金を出費するにあたり、リニア事業が失敗した場
合の責任の所在を明らかにすべき。

1

73 その他

行政は、高度成長期に建設したインフラの修繕維
持を行うべき。

1 【その他】
ご指摘のとおり、インフラの維持修繕は安全・安心な

【反映困難】
リニア中央新幹線は、国の交通政策審議会での議論
等を経て、平成23年5月に整備計画が決定されてお
ります。本県内に中間駅が設置されることは確実で、
そのリニア駅が本県の新たな玄関口となります。
人口減少社会や現在の経済状況等を踏まえると、リ
ニアの駅が出来るだけで、本県が発展するわけではな
く、どのような取り組みを行うことで、リニア開業の効果
を最大限に享受できるかを考え、取り組むことが必要
です。
そのための県土づくりの基本的な指針となるのが「山
梨県リニア活用基本構想」です。
一方で、リニアの安全性についても十分に考慮し、安
全・安心な社会・県土を求めていくことが必要です。環
境影響評価などの手続きを通じ、事業者であるＪＲ東
海に対し、安全性を含め、周辺環境等への影響につ
いても十分に配慮することを求めていきます。

社会の実現のために重要な施策であり、県としても計
画的な維持修繕に努めていきます。
一方で、リニア開業の効果を県全体で最大限に享受
するための取り組みも、本県の将来の発展に向けて、
重要な施策となります。
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