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Ⅱ 交通・インフラ体系の整備・確立 
(１)地域の潜在力を引き出す総合交通体系を確立 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

64 

陸・海・空の交通イン

フラのポテンシャルを

最大限発揮し、地域社

会・地域経済を強力に

支えることができる総

合交通体系の立案・整

備 

地域振興部 

建 設 部 
○リニア中央新幹線の整備促進 

・期成同盟会(全国・県)による早期全線

整備に向けた国等への働きかけ及び広

報啓発 

＊期成同盟会(全国・県)からの国土

交通省等への要望活動 

＊期成同盟会(全国)による広報啓発

パンフレット配布・ポスター掲出 

＊JR東海による｢リニア中央新幹線に関

する説明会｣(期成同盟会(県)主催) 

○リニア中央新幹線の整備促進 

・期成同盟会(全国・県)による早期全線

整備に向けた国等への働きかけ及び広

報啓発 

＊期成同盟会(全国・県)からの国土交

通省等への要望活動 

＊期成同盟会(全国)による広報啓発パ

ンフレット配布・ポスター掲出 

＊｢中央新幹線計画の説明会｣(JR 東

海・期成同盟会(県)共催) 

○リニア中央新幹線の整備促進 

・期成同盟会(全国・県)による早期全線

整備に向けた国等への働きかけ及び広

報啓発 

＊期成同盟会(全国・県)からの国土交

通省等への要望活動 

＊期成同盟会(全国)による広報啓発パ

ンフレット配布・ポスター掲出 

＊｢中央新幹線計画の説明会｣(JR 東

海・期成同盟会(県)共催) 

○リニア中央新幹線の整備促進 

・期成同盟会(全国・県)による早期全線

整備に向けた国等への働きかけ及び広

報啓発 

○リニア中央新幹線開業を見据えた鉄道

ネットワークの充実・強化 

 ・県内鉄道ネットワークの再検証、充

実・強化方策案のとりまとめ 

 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関への要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関への要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関への要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関への要望 

○名古屋環状2号線の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関への要望 

(専用部：西南部・南部区間の早期着手) 

(一般部：暫定2車線供用区間の4車線化) 

○名古屋環状2号線の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関への要望 

(専用部：西南部・南部区間の整備促進) 

(一般部：暫定2車線供用区間の4車線化) 

・専用部の工事着手 

○名古屋環状2号線の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関への要望 

(専用部：西南部・南部区間の整備促進) 

(一般部：暫定2車線供用区間の4車線化) 

・橋梁下部工工事 

○名古屋環状2号線の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関への要望 

(専用部：西南部・南部区間の整備促進) 

(一般部：暫定2車線供用区間の4車線化) 

・橋梁下部工工事 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望(直轄国道の指定、早期事業化) 

・環境影響評価及び都市計画手続きの推進 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望(直轄国道の指定、早期事業化) 

・環境影響評価及び都市計画手続きの推進 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望(直轄国道の指定、早期事業化) 

・環境影響評価及び都市計画手続きの推進 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望(直轄国道の指定、早期事業化) 

 ・都市計画決定の告示 

○衣浦豊田道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○衣浦豊田道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○衣浦豊田道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○衣浦豊田道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○「民間事業者による有料道路事業の運

営」の実現に向けた取組 

 ・構造改革特区の提案 

 

○「民間事業者による有料道路事業の運

営」の実現に向けた取組 

 ・有識者検討会での事業スキーム等の

検討 

 

○「民間事業者による有料道路事業の運

営」の実現に向けた取組 

・事業スキーム等に関する国への提案 

○「民間事業者による有料道路事業の運

営」の実現に向けた取組 

・「有料道路コンセッションに関する基

本的考え方(案)」を公表し、意見募

集を実施 

○名古屋港・衣浦港・三河港の機能強化 

・弥富ふ頭道路改良 

○名古屋港・衣浦港・三河港の機能強化 

・鍋田ふ頭コンテナターミナル第３バ

ース供用開始 

○名古屋港・衣浦港・三河港の機能強化 

 ・東航路の水深16ｍ化（名古屋港）等 

○名古屋港・衣浦港・三河港の機能強化 

 ・東航路の水深16ｍ化（名古屋港）等 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○中部国際空港の機能強化 

・二本目滑走路の早期整備に向けた国

への働きかけ 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会(三県一市や経済界な

どで構成)による要望) 

○中部国際空港の機能強化 

・二本目滑走路の早期整備に向けた国

への働きかけ 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による要望 

○中部国際空港の機能強化 

・二本目滑走路の早期整備に向けた国

への働きかけ 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による要望 

・地元気運の醸成 

＊同盟会によるシンポジウムの開催 

○中部国際空港の機能強化 

・二本目滑走路の早期整備を始めとし

た機能強化(完全 24 時間化)に向けた

国への働きかけ 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による要望 

・中部国際空港拡充議員連盟との連携 

65 

沿線の施設や大学、公

園と一体となって、リ

ニモの利用促進と沿線

の活性化をすすめる 

地域振興部 

県民生活部 

農林水産部 

建 設 部 

【リニモの利用促進】 

○利用促進のための各種取組の推進 
・プロジェクトチームの設置 
＊リニモの利用促進及び沿線の活性
化プロジェクトチーム 

・レンタサイクルなどを活用した通勤
通学者の利用拡大 
＊通勤通学レンタサイクル 
＊沿線大学の学生を対象としたモビ
リティ・マネジメントの実施 

＊リニモ駅の商業施設に対するパー
ク＆ライド駐車場設置提案に向け
た調査・検討 

・沿線施設、観光資源を活用したイベ
ント等の開催 
＊車両基地見学会 
＊沿線ウォーキング 
＊リニモ沿線ミュージアム･ウィーク 
＊リニモ利用者への陶磁資料館観覧
料割引サービス 

＊陶磁資料館とトヨタ博物館の相互
展示 

＊農業総合試験場公開デー 

【リニモの利用促進】 

○利用促進のための各種取組の推進 
・プロジェクトチームによる検討・調整 
・ワーキンググループの設置、検討・調整 
・レンタサイクルなどを活用した通勤
通学者の利用拡大 
＊通勤・通学・観光レンタサイクル 
＊沿線住民及び学生を対象としたモ
ビリティ・マネジメントの実施 

＊沿線の商業施設に対するパーク＆
ライド駐車場設置提案の実施 

・リニモ沿線観光の推進 
＊レンタサイクル事業の観光目的利
用への拡大 

＊貸切リニモと沿線の観光を組み合
わせた旅行商品の造成 

・沿線施設、観光資源を活用したイベ
ント等の開催 
＊車両基地見学会 
＊沿線ウォーキング 
＊リニモ沿線ミュージアム･ウィーク 
＊リニモ利用者への陶磁資料館観覧
料割引サービス 

＊陶磁資料館とトヨタ博物館の相互展示 
＊農業総合試験場公開デー 

【リニモの利用促進】 

○利用促進のための各種取組の推進 
・プロジェクトチーム・ワーキンググ
ループによる検討・調整 

・レンタサイクルなどを活用した通勤
通学者の利用拡大 
＊通勤・通学・観光レンタサイクル 
＊沿線住民及び学生を対象としたモ
ビリティ・マネジメントの実施 

＊沿線住民に対するパーク＆ライド
駐車場利用促進策の実施 

・リニモ沿線観光の推進 
＊観光目的でのレンタサイクル 
＊貸切リニモと沿線の観光を組み合
わせたモニターツアーの実施 

・沿線施設、観光資源を活用したイベ
ント等の開催 
＊車両基地見学会 
＊沿線ウォーキング 
＊リニモ沿線ミュージアム･ウィーク 
＊リニモ利用者への陶磁美術館観覧
料割引サービス 

＊陶磁美術館と名都美術館の相互割引 
＊トヨタ博物館の協力による陶磁美
術館での展示 

＊農業総合試験場公開デー 

【リニモの利用促進】 

○利用促進のための各種取組の推進 
・プロジェクトチーム・ワーキンググ
ループによる検討・調整 

・レンタサイクルなどを活用した通勤
通学者の利用拡大 
＊通勤・通学・観光レンタサイクル 
＊沿線住民及び学生を対象としたモ
ビリティ・マネジメントの実施 

＊沿線住民に対するパーク＆ライド
駐車場利用促進策の実施 

・リニモ沿線観光の推進 
＊観光目的でのレンタサイクル 

・沿線施設、観光資源を活用したイベ
ント等の開催 
＊沿線ウォーキング 
＊リニモ利用者への陶磁美術館観覧
料割引サービス 

＊陶磁美術館と名都美術館の相互割引 
＊農業総合試験場公開デー 

 
 

  【リニモ沿線の活性化】 

○沿線開発の促進 

・庁内ワーキンググループを設置 

＊リニモ沿線活性化ワーキンググループ 

・愛・地球博記念公園等の整備促進 

【リニモ沿線の活性化】 

○沿線開発の促進 

・庁内ワーキンググループによる検

討・調整 

・愛・地球博記念公園等の整備促進 

【リニモ沿線の活性化】 

○沿線開発の促進 

・庁内ワーキンググループによる検

討・調整 

・愛・地球博記念公園等の整備促進 

【リニモ沿線の活性化】 

○沿線開発の促進 

 ・庁内ワーキンググループによる検

討・調整 

 ・愛・地球博記念公園等の整備促進 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○沿線の地域づくりの促進 

・愛知県と沿線 4 市(瀬戸・豊田・日

進・長久手)で構成する｢リニモ沿線

地域づくり調査研究会｣による沿線の

地域づくり 

＊リニモ沿線の地域住民等による地

域づくり活動への支援 

＊リニモ沿線の観光地や特産物など

を紹介するリーフレットの作成 

・リニモ駅周辺の賑わい創出の検討 

○沿線の地域づくりの促進 

・愛知県と沿線 4 市(瀬戸・豊田・日

進・長久手)で構成する｢リニモ沿線

地域づくり調査研究会｣による沿線の

地域づくり 

＊リニモ沿線の地域住民等による地

域づくり活動への支援 

・リニモ駅周辺の賑わい創出 

＊あいちポップカルチャーフェスタ

の開催 

＊県芸大と協力し芸大通駅で流す楽

曲を作成 

＊AR技術による｢リニモ de OS☆Uシ

ョット｣の開設(3月まで) 

○沿線の地域づくりの促進 

・愛知県と沿線 4 市(瀬戸・豊田・日

進・長久手)で構成する｢リニモ沿線

地域づくり調査研究会｣による沿線の

地域づくり 

＊リニモ沿線の学生等による地域づ

くり活動への支援 

・リニモ駅周辺の賑わい創出 

  ＊大ぽぷかる展の開催 

○沿線の地域づくりの促進 

・愛知県と沿線 4 市(瀬戸・豊田・日

進・長久手)で構成する｢リニモ沿線

地域づくり調査研究会｣による沿線の

地域づくり 

 ＊リニモ沿線の地域住民等による地

域づくり活動への支援 

・リニモ駅周辺の賑わい創出 

 ＊ぽぷかるパーティの開催 

＊ＰＲキャラクターを通じた、ＳＮ

Ｓ等によるポップカルチャーの情

報発信 
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都市交通の円滑化を推

進するため、一宮西港

道路の早期ルート決

定、新東名高速道路、

名古屋岡崎道路、西三

河南北道路、猿投グリ

ーンロード、名豊道

路、名浜道路、東三河

縦貫道路、東三河環状

線、三遠南信自動車道

などの広域基幹道路網

の整備をすすめる 

建 設 部 ○一宮西港道路の早期ルート決定 

・調査業務の委託実施(ルート検討等) 

○一宮西港道路の早期ルート決定 

・調査業務の委託実施(ルート検討等) 

○一宮西港道路の早期ルート決定 

・調査業務の委託実施(ルート検討等) 

○一宮西港道路の早期ルート決定 

・調査業務の委託実施(ルート検討等) 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○名古屋岡崎道路の整備推進 

・豊明工区：用地取得 

・豊田・安城工区：用地取得、工事 

○名古屋岡崎道路の整備推進 

・豊明工区：用地取得、工事 

・豊田・安城工区：用地取得、工事 

○名古屋岡崎道路の整備推進 

・豊明工区：用地取得、工事 

・豊田・安城工区：用地取得、工事 

○名古屋岡崎道路の整備推進 

・豊明工区：用地取得、工事 

・豊田・安城工区：用地取得、工事 

○西三河南北道路の整備促進 

・西尾市上町､下町地内：関係機関協議 

○西三河南北道路の整備促進 

・西尾市上町、下町地内：用地調査､用

地取得 

○西三河南北道路の整備促進 

・西尾市上町、下町地内：用地取得 

○西三河南北道路の整備促進 

・西尾市上町、下町地内：用地取得 

○猿投グリーンロードの整備推進 

・一般国道 420 号足助バイパス等の整

備推進 

○猿投グリーンロードの整備推進 

・一般国道 420 号足助バイパス等の整

備推進 

○猿投グリーンロードの整備推進 

・一般国道 420 号足助バイパス等の整

備推進 

○猿投グリーンロードの整備推進 

・一般国道 420 号足助バイパス等の整

備推進 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進  

・早期整備に向けた国への要望 

○名浜道路の整備促進 

・実現可能な整備手法(区間、構造、評

価指標等)の検討 

○名浜道路の整備促進 

・実現可能な整備手法(区間、構造、評

価指標等)の検討 

○名浜道路の整備促進 

・実現可能な整備手法(区間、構造、評

価指標等)の検討 

○名浜道路の整備促進 

・実現可能な整備手法(区間、構造、評

価指標等)の検討  
  ○東三河縦貫道路の整備推進 

・一般国道 151 号、257 号、420 号、

473号等の整備推進 

○東三河縦貫道路の整備推進 

・一般国道 151 号、257 号、420 号、

473号等の整備推進 

○東三河縦貫道路の整備推進 

・一般国道 151 号、257 号、420 号、

473号等の整備推進 

○東三河縦貫道路の整備推進 

・一般国道151号、257号、420号、 

473号等の整備推進  
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○東三河環状線の整備推進 

・大崎工区・三蔵子工区：用地取得、

工事 

・牛川工区：用地取得､トンネル準備工 

・石巻工区：工事 

○東三河環状線の整備推進 

・大崎工区・三蔵子工区：用地取得 

・牛川工区：トンネル工事、用地取得 

・石巻工区：工事 

 ＊県道石巻山線以南(約1km)供用 

○東三河環状線の整備推進 

・大崎工区・三蔵子工区：用地取得、

工事 

・牛川工区：トンネル工事、用地取得 

・石巻工区：工事 

○東三河環状線の整備推進 

・大崎工区・三蔵子工区：用地取得、

工事 

・牛川工区：トンネル工事 

・石巻工区：工事 
  ○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

67 

矢作川の堤防を利用し

た西三河南北縦貫道の

整備を検討・調査 

建 設 部 ○西三河南北縦貫道の整備の検討・調査 

・関係機関(国)及び沿線市との調整 

・ルート検討・調査、課題整理 

○西三河南北縦貫道の整備の検討・調査 

・整備方針、事業主体、整備手法等の

検討 

○西三河南北縦貫道の整備の検討・調査 

・事業主体、整備手法等の検討 

○西三河南北縦貫道の整備の検討・調査 

・事業主体、整備手法等の検討 

68 

衣浦大橋周辺など、地

域のボトルネックとな

る渋滞緩和対策の推進 

建 設 部 【衣浦大橋周辺の渋滞緩和対策】 

○亀崎 6 及び潮干町交差点の信号現示改

良・交差点改良 

・詳細検討 

【衣浦大橋周辺の渋滞緩和対策】 

○亀崎 6 及び潮干町交差点の信号現示改

良・交差点改良 

・詳細検討 

【衣浦大橋周辺の渋滞緩和対策】 

○亀崎 6 及び潮干町交差点の信号現示改

良・交差点改良（25年度事業完了） 

・信号現示改良、交差点改良 

【衣浦大橋周辺の渋滞緩和対策】 

 

 

 

○一般国道 419 号高浜立体(交差点立体交

差化)の推進 

・橋梁下部工工事 

○一般国道 419 号高浜立体(交差点立体交

差化)の推進 

・橋梁下部工工事 

・橋梁上部工工事 

○一般国道 419 号高浜立体(交差点立体交

差化)の推進 

・橋梁下部工工事 

・橋梁上部工工事 

○一般国道 419 号高浜立体(交差点立体交

差化)の推進 

・橋梁下部工工事 

・橋梁上部工工事 

○衣浦大橋左折専用レーンの設置 

・概略検討 

○衣浦大橋左折専用レーンの設置 

・構造検討、関係機関協議 

○衣浦大橋左折専用レーンの設置 

・詳細設計、関係機関協議 

○衣浦大橋左折専用レーンの設置 

・詳細設計、関係機関協議 

【地域のボトルネックとなる渋滞緩和対策】  

○一般国道155号(村中拡幅)の対策の推進 

・村中工区：平面部の工事 

【地域のボトルネックとなる渋滞緩和対策】  

○一般国道155号(村中拡幅)の対策の推進 

・村中工区：平面部の工事 

・小牧原工区：用地取得 

・自才前工区：用地取得 

【地域のボトルネックとなる渋滞緩和対策】  

○一般国道155号(村中拡幅)の対策の推進 

・村中工区：平面部の工事 

・小牧原工区：用地取得 

・自才前工区：用地取得 

【地域のボトルネックとなる渋滞緩和対策】  

○一般国道155号(村中拡幅)の対策の推進 

・村中工区：平面部の工事 

・小牧原工区：用地取得 

・自才前工区：用地取得 

○一般国道 248 号(八帖交差点)の対策の

促進 

・交差点立体化検討 

○一般国道 248 号(八帖交差点)の対策の

促進 

・交差点改良工事(国)〔短期対策〕 

○一般国道 248 号(八帖交差点)の対策の

促進（25年度事業完了） 

・交差点改良工事(国)〔短期対策〕 

 

69 

国際競争力に対応した

名古屋港・三河港・衣

浦港の機能強化をすす

める 

建 設 部 

  
【名古屋港】 

○｢国際産業ハブ港｣の実現に向けた機能

強化 

・飛島ふ頭南側コンテナターミナルの

整備 

・鍋田ふ頭コンテナターミナルの整備 

【名古屋港】 

○｢国際産業ハブ港｣の実現に向けた機能

強化 

・飛島ふ頭南側コンテナターミナルの

整備 

・鍋田ふ頭コンテナターミナルの整備 

・鍋田ふ頭コンテナターミナル第３バ

ース供用開始 

【名古屋港】 

○｢国際産業ハブ港｣の実現に向けた機能

強化 

・飛島ふ頭南側コンテナターミナルの

整備 

・鍋田ふ頭コンテナターミナルの整備 

 

【名古屋港】 

○｢国際産業ハブ港｣の実現に向けた機能

強化 

・飛島ふ頭南側コンテナターミナルの

整備 

・鍋田ふ頭コンテナターミナルの整備 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○国際バルク戦略港湾としての取組推進 

・｢名古屋港国際バルク戦略港湾プログ

ラム｣の作成 

・港湾計画一部変更 

・施策の実施に向けた調査・検討 

・関係者との調整 

○国際バルク戦略港湾としての取組推進 

・施策の実施に向けた調査・検討 

・関係者との調整 

○国際バルク戦略港湾としての取組推進 

・施策の実施に向けた調査・検討 

・関係者との調整 

○国際バルク戦略港湾としての取組推進 

・施策の実施に向けた調査・検討 

・関係者との調整 

  ○港湾運営会社制度活用の検討 

・特例港湾運営会社制度のあり方の検討 

・港湾計画一部変更 

○港湾運営会社制度活用の検討 

・特例港湾運営会社制度のあり方の検討 

・財団法人名古屋港埠頭公社の株式会社化 

○港湾運営会社制度活用の検討 

・特例港湾運営会社制度のあり方の検討 

○港湾運営会社制度活用の検討 
・特例港湾運営会社制度のあり方の検討 

  【県管理港湾】 

○三河港の機能強化 

・港湾計画の改訂 

・港湾施設の整備 

(蒲郡、御津、神野ふ頭地区他) 

【県管理港湾】 

○三河港の機能強化 

・港湾施設の整備 

(蒲郡、御津、神野ふ頭地区他) 

【県管理港湾】 

○三河港の機能強化 

・港湾施設の整備 

(蒲郡、御津、神野ふ頭地区他) 

 ・港湾BCPの策定(～26年度) 

【県管理港湾】 

○三河港の機能強化 

・港湾施設の整備 

(蒲郡、御津、神野ふ頭地区) 

＊蒲郡地区岸壁(-11ｍ)の一部供用開始 

 ・港湾BCPの策定(～26年度) 

○衣浦港の機能強化 

・港湾計画の改訂に向けた調査・検討 

・港湾施設の整備 

(武豊北、中央ふ頭西地区他) 

○衣浦港の機能強化 

・港湾計画の改訂に向けた調査・検討 

・港湾施設の整備 

(武豊北、中央ふ頭西地区他) 

○衣浦港の機能強化 

・港湾計画の改訂 

・港湾施設の整備 

(武豊北、中央ふ頭西地区他) 

 ・港湾BCPの策定(～26年度) 

○衣浦港の機能強化 

・港湾施設の整備 

(中央ふ頭西地区他) 

 ・港湾BCPの策定(～26年度) 

 

70 

中部国際空港２本目滑

走路の早期整備と中部

臨空都市への国際物

流・物流機能、商業・

集客機能の集積の向上 

地域振興部 

企 業 庁 
○二本目滑走路の早期整備の促進 

・国への働きかけ 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による要望 

○二本目滑走路の早期整備の促進 

・国への働きかけ 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による要望 

○二本目滑走路の早期整備の促進 

・国への働きかけ 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による要望 

・地元気運の醸成 

＊同盟会によるシンポジウムの開催 

○二本目滑走路の早期整備の促進 

・国への働きかけ 

＊｢国の施策・取組に対する愛知県か

らの要請｣ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による要望 

・中部国際空港拡充議員連盟との連携 

  ○企業誘致活動の推進 

・企業訪問の実施(409社) 

＊㈱山寿セラミックス、㈱東京かね

ふくと契約 

・企業誘致アドバイザーによる助言・

企業訪問 

・企業ニーズの把握 

・各種展示会などを利用した中部臨空

都市のPRの実施 

＊産業立地セミナー等 

○企業誘致活動の推進 

・企業訪問の実施(451社) 

＊ユミコア日本触媒㈱、コストコホ

ールセールジャパン㈱と契約 

・企業誘致アドバイザーによる助言・

企業訪問 

・企業ニーズの把握 

・各種展示会などを利用した中部臨空

都市のPRの実施 

 ＊産業立地セミナー等 

○企業誘致活動の推進 

・企業訪問の実施(588社) 

＊㈱甲羅、バロン・パーク㈱、㈱ク

レールコーポレーション、㈱まる

は、㈱東京かねふくと契約 

・企業誘致アドバイザーによる助言・

企業訪問 

・企業ニーズの把握 

・各種展示会などを利用した中部臨空

都市のPRの実施 

＊産業立地セミナー等 

○企業誘致活動の推進 

・企業訪問の実施 

・企業誘致アドバイザーによる助言・

企業訪問 

・企業ニーズの把握 

・各種展示会などを利用した中部臨空

都市のPRの実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

71 

河川改修と水質改善を

はかる流域下水道事業

や公共下水道の整備 

農林水産部 

建 設 部 
【河川改修】 

○河川整備計画の策定 

・日光川水系(5月) 

・柳生川水系(7月) 

 

【河川改修】 

○河川整備計画の策定 

・庄内川上流圏域 

・境川水系、猿渡川水系 

【河川改修】 

○河川整備計画の策定 

・庄内川上流圏域(10月) 

・境川水系、猿渡川水系(3月) 

・阿久比川水系、十ヶ川水系 

【河川改修】 

○河川整備計画の策定 

 ・阿久比川水系、十ヶ川水系 

・内海川水系 

・北浜川水系 

・新川圏域（変更） 

・庄内川上流圏域（変更） 

○河川改修事業の推進 

・県管理河川の整備推進 

・直轄河川整備に対する国への要望 

○河川改修事業の推進 

・県管理河川の整備推進 

・直轄河川整備に対する国への要望 

○河川改修事業の推進 

・県管理河川の整備推進 

・直轄河川整備に対する国への要望 

○河川改修事業の推進 

・県管理河川の整備推進 

・直轄河川整備に対する国への要望 

【下水道等】 
○流域下水道の整備推進及び公共下水道
の整備の支援 
(流域下水道) 
・幹線管渠の延伸、処理場の新設・増
設・改築更新の実施 

 

【下水道等】 
○流域下水道の整備推進及び公共下水道
の整備の支援 
(流域下水道) 
・幹線管渠の延伸、処理場の新設・増
設・改築更新の実施 

・新川西部流域下水道(新設)の供用 

【下水道等】 
○流域下水道の整備推進及び公共下水道
の整備の支援 
(流域下水道) 
・幹線管渠の延伸、処理場の増設・改
築更新の実施 

・矢作川浄化センターにおける下水汚
泥のエネルギー利用の推進 

・豊川浄化センターにおける PFI 事業
を活用した下水汚泥のエネルギー利
用の推進 

【下水道等】 
○流域下水道の整備推進及び公共下水道
の整備の支援 
(流域下水道) 
・幹線管渠の延伸、処理場の増設・改
築更新の実施 

・矢作川浄化センターにおける下水汚
泥のエネルギー利用の推進 

・豊川浄化センターにおける PFI 事業
を活用した下水汚泥のエネルギー利
用の推進 

(公共下水道) 

・事業費確保に向けた、県市町一体と

なった国への要望活動の実施 

・技術上の支援、情報提供 

(公共下水道) 

・事業費確保に向けた、県市町一体と

なった国への要望活動の実施 

・技術上の支援、情報提供 

(公共下水道) 

・事業費確保に向けた、県市町一体と

なった国への要望活動の実施 

・技術上の支援、情報提供 

(公共下水道) 

・事業費確保に向けた、県市町一体と

なった国への要望活動の実施 

・技術上の支援、情報提供 

○農村における生活排水処理施設の整備 

 ・市町村の施設整備に対する補助と技

術上の支援 

○農村における生活排水処理施設の整備 

・市町村の施設整備に対する補助と技

術上の支援 

○農村における生活排水処理施設の整備 

 ・市町村の施設整備に対する補助と技

術上の支援 

○農村における生活排水処理施設の整備 

・市町村の施設整備に対する補助と技

術上の支援 

72 

地元の理解を図りつつ

鉄道高架事業の促進と

土地区画整理事業への

支援 

建 設 部 ○連続立体交差事業(知立駅周辺)の推進 

・仮駅舎工事 

・仮線工事 

○連続立体交差事業(知立駅周辺)の推進 

・仮駅舎工事 

・仮線工事 

○連続立体交差事業(知立駅周辺)の推進 

・仮駅舎工事 

・仮線工事 

○連続立体交差事業(知立駅周辺)の推進 

・仮駅舎工事 

・仮線工事 

○土地区画整理事業(知立駅周辺)の支援 

 

○土地区画整理事業(知立駅周辺)の支援 

 

○土地区画整理事業(知立駅周辺)の支援 

・事業変更計画案の作成、事業計画の

変更 

○土地区画整理事業(知立駅周辺)の支援 

・変更仮換地指定 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

73 

リニア中央新幹線の整

備促進 

地域振興部 ○整備促進 

・期成同盟会(全国・県)による早期全

線整備に向けた国等への働きかけ及

び広報啓発 

＊期成同盟会(全国・県)からの国土

交通省等への要望活動) 

＊期成同盟会(全国)による広報啓発

パンフレット配布・ポスター掲出 

＊JR東海による｢リニア中央新幹線に関

する説明会｣(期成同盟会(県)主催) 

○整備促進 

・期成同盟会(全国・県)による早期全

線整備に向けた国等への働きかけ及

び広報啓発 

＊期成同盟会(全国・県)からの国土

交通省等への要望活動 

＊期成同盟会(全国)による広報啓発

パンフレット配布・ポスター掲出 

＊｢中央新幹線計画の説明会｣(JR 東

海・期成同盟会(県)共催) 

○整備促進 

・期成同盟会(全国・県)による早期全

線整備に向けた国等への働きかけ及

び広報啓発 

＊期成同盟会(全国・県)からの国土

交通省等への要望活動 

＊期成同盟会(全国)による広報啓発

パンフレット配布・ポスター掲出 

＊｢中央新幹線計画の説明会｣(JR 東

海・期成同盟会(県)共催) 

○整備促進 

・期成同盟会(全国・県)による早期全

線整備に向けた国等への働きかけ及

び広報啓発 

 

74 

名古屋高速道路料金を

まず 100 円値下げ。当

面１年(23 年度)は社会

実験として行う。都心

への通過交通の迂回、

渋滞緩和、環境対策等

への配慮を求める市民

の声や２環東南部共用

後の料金体系、渋滞状

況等を踏まえ、さらな

る値下げを目指す 

建 設 部 ○社会実験の実施 

＊実施期間：23年7月1日～ 

＊対象時間：6～7時、13時～16時 

＊料金割引：15％ 

＊ETC無線通行車対象 

 

○社会実験の継続実施 

＊実施期間：23年7月1日～ 

＊対象時間：6～7時、13時～16時 

＊料金割引：15％ 

＊ETC無線通行車対象 

 

 

○社会実験の延長(25年12月31日まで) 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新たな社会実験の実施 

＊実施期間：26年7月1日～ 

        27年6月30日 

＊対象路線：楠線始め６路線におけ

る特定の区間 

＊料金割引：普通車 100 円、大型車

200円 

＊ETC無線通行車対象 

 

  ○社会実験の効果を検証した上、県・名

古屋市・名古屋高速道路公社で今後の

料金施策を検討 

  

○社会実験の効果を検証した上、県・名

古屋市・名古屋高速道路公社で今後の

料金施策を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


