
報道取材情報（沼津市）         発表日 平成３０年８月３日（金） 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

１．要 旨   

  「東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会」が国土交通省及び財務省幹部と面会し、

要望書を提出する。 

※県選出国会議員（期成同盟会顧問議員）に対しては、事務局が議員会館にて

要望書を配布。 

 

２．面会予定者 

  国土交通省及び財務省ともに未定（数日前まで不明） 

 

３．参加予定者 

  勝俣 孝明 衆議院議員 

  沼津市長、三島市長、長泉町長、清水町長、函南町長 

  沼津市議長、三島市議長、長泉町議長、清水町議長 

  沼津市自治会連合会 各地区連合自治会長 7 名 

（門池、金岡中部、金岡西部、愛鷹、原東部、原西部、浮島 地区） 

  沼津市議会議員 6 名 

 

４．期成同盟会の要望内容 

  別紙のとおり。 

   

５．その他 

  ８月２０日（月）に国土交通省中部地方整備局にて同様の要望活動を実施する。 

  実施日時  平成３０年８月２０日（月）１３時３０分～ 

  場所    国土交通省中部地方整備局（名古屋市中区丸の区二丁目５番 1 号） 

  面会予定者 中部地方整備局局長 勢田 昌功 

        中部地方整備局副局長 長谷川 周夫 

        中部地方整備局道路部長 池口 正晃 

  参加予定者 沼津市長、函南町長、清水町長、三島市副市長 

        函南町議長、沼津市副議長 

 

  名 称 等  「東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会」による 

国土交通省、財務省及び県選出国会議員への要望活動 

  実施日時  平成３０年８月９日（木曜日） １３時３０分から 

  場  所  国土交通省（東京都千代田区霞が関２－１－３） 

        財務省（東京都千代田区霞が関３－１－１） 

  担  当   沼津市建設部道路建設課  

        直通 ０５５－９３４－４７７６  内線２６２８ 
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東駿河湾環状道路建設促進の要望活動について 

（経緯・概要） 

東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会では、国土交通省、財務省、県選出国会議員、自由民主 

党本部に対し、伊豆縦貫自動車道整備促進期成同盟会との合同要望活動を年４回実施している。 

今回、東駿河湾環状道路西区間沼津岡宮 IC～愛鷹 IC までの事業促進、愛鷹以西の早期事業 

化及び暫定二車線区間の早期全線４車線化に向け、国土交通省本省、中部地方整備局、財務省及

び県選出国会議員に対して東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会の単独要望を実施したい。 

併せて、沼津市の地元自治会にも要望にご同行いただき、東駿河湾環状道路西区間の早期全線 

開通に向け、地元の総意を国に伝える。 

 

（要望団体） ・東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会 会員（出席依頼） 

        沼津市、三島市、裾野市、長泉町、清水町、函南町各首長及び議長 

・沼津市議会議員（自由民主党、公明党） 

       ・沼津市自治会連合会長 

（門池、金岡中部、金岡西部、愛鷹、原東部、原西部、浮島地区） 

 

（実施日程） ①東京（国土交通省、財務省、県選出国会議員） 

日程   平成３０年８月９日（木）  

集合時間 １３時２０分 国土交通省正門前ロビー 

要望開始 １３時３０分から（予定） 

面会者  調整中 

 

       ②名古屋（中部地方整備局）（首長及び議長のみで対応） 

日程   平成３０年８月２０日（月） 

集合時間 １３時１５分 １階ロビー集合 

面会時間 １３時３０分～１４時００分まで 整備局６階 局長中会議室 

面会者  勢田 中部地方整備局長、長谷川 副局長、池口 道路部長 

 

（要 望 先） 国土交通省、国土交通省中部地方整備局、財務省、及び県選出国会議員         

        

（要望概要）  

東駿河湾環状道路全線の早期開通。 

・東駿河湾環状道路の整備を推進するため、平成３１年度当初予算を確保するとともに、平

成３０年度補正予算の編成により、事業をさらに加速させること。 

・未事業化区間である東駿河湾環状道路の愛鷹以西の早期事業化を図ること。 

・事業中区間である東駿河湾環状道路（沼津岡宮～愛鷹）の予算拡大による事業推進・早期

開通を図ること。 

・東駿河湾環状道路（沼津岡宮～大場函南）の定時性を確保するため、暫定２車線供用区間

の早期完成４車線化を図ること。 

・長期安定的に高規格幹線道路と関連道路の整備促進及び道路の老朽化対策を推進するた

め、新たな財源の創設を検討するとともに、定期点検結果を踏まえた老朽化対策予算を別
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枠で確保すること。 

・伊豆縦貫自動車道を基軸とした道路ネットワーク構築に必要な道路整備や老朽化対策を

推進するため、社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の所要額を確保すること。 

 

（要望先予定）  

国土交通大臣 石井 啓一 

国土交通副大臣 あきもと 司 

国土交通副大臣 牧野 たかお 

国土交通大臣政務官 秋本 真利 

国土交通大臣政務官 簗 和生  

国土交通大臣政務官 高橋 克法 

国土交通事務次官 森 昌文 

国土交通省技監 菊地 身智雄 

国土交通審議官 藤田 耕三 

国土交通審議官 由木 文彦 

国土交通審議官 篠原 康弘 

  国土交通省 大臣官房長 藤井 直樹 

  国土交通省 大臣官房技術総括審議官 増田 博行 

  国土交通省 大臣官房技術審議官 五道 仁実 

  国土交通省 大臣官房 会計課長 市川 篤志 

  国土交通省 大臣官房 参事官（会計） 木村 典央 

国土交通省道路局長 池田 豊人  

国土交通省道路局次長 榊 真一 

国土交通省道路局官房審議官 田尻 直人 

国土交通省道路局総務課長 内田 欽也 

国土交通省道路局路政課長 千葉 信義 

国土交通省道路局道路交通管理課長 渡辺 学 

国土交通省道路局企画課長 村山 一弥 

国土交通省道路局国道・技術課長 東川 直正 

国土交通省道路局環境安全・防災課長 野田 勝 

国土交通省道路局高速道路課長 山本 巧 

  

財務大臣 麻生 太郎 

財務副大臣 うえの 賢一郎  

財務副大臣 木原 稔 

財務大臣政務官 今枝 宗一郎 

財務大臣政務官 長峯 誠 

財務事務次官 岡本 薫明 

財務省主計局長 太田 充 

財務省主計局次長 神田 眞人 

財務省主計局次長 阪田 渉 
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財務省主計局次長 宇波 弘貴 

財務省主計局主計官（国土交通、公共事業総括係担当） 岩佐 理 

 

国会議員 

  衆議院議員 大口 善德 

衆議院議員 勝俣 孝明 

  衆議院議員 渡辺 周 

衆議院議員 細野 豪志 

                

  参議院議員 榛葉 賀津也 

参議院議員 岩井 茂樹 

  参議院議員 平山 佐知子 

        

国土交通省 中部地方整備局 

  局長 勢田 昌功 

副局長 元野 一生 

副局長 長谷川 周夫 

企画部長 岩田 美幸 

道路部長 池口 正晃 

 建政部長 西口 学 

 企画部 企画調整官 岩﨑 等 

道路部 道路調査官 横山 幸泰 

道路部 地域道路調整官 神山 光弘 

道路部 道路情報管理官 福田 光祐 

道路部 道路計画課長 大谷 江二 

道路部 地域道路課長 廣瀬 昌俊 

道路部 計画調整課長 油井 康夫 

  道路部 路政課長 高口 洋幸 

  道路部 道路工事課長 竹下 康則 

  道路部 道路管理課長 内藤 正仁 

  道路部 交通対策課長 石垣 政彦 



８月２０日（月）東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会

 要望活動出席者　名簿(名古屋　中部地方整備局）

市　町 職 氏　名 備　考

沼津市 市長 賴重　秀一

沼津市 副議長 髙橋　達也

三島市 副市長 小坂　寿男

函南町 町長 仁科　喜世志

函南町 議長 石川　正洋

清水町 町長 山本　博保

６名

所　属 職 氏　名 備　考

沼津市 まちづくり統括監 羽田　充明 随行

沼津市　道路建設課 課長 村上　浩昭 随行

沼津市　議会事務局 次長 芹澤　誠 随行

清水町　建設課 課長補佐 岩﨑　毅 随行

静岡県　道路企画課　高速道路班 主査 櫻井　智洋 随行

沼津市　道路建設課　道路企画係 係長 羽田　尚史 事務局

沼津市　道路建設課　道路企画係 副主任 平澤　圭亮 事務局

７名


