
５　交通系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

1 道路建設、整備 全国道路利用者会議
道路整備の促進についての要望活動等を通じ、道路整備を積極的に促進し、陸上輸送、物資流通を円滑化させ、もって
国民生活の安定向上を期する。

地方公共団体、道路、建設、自動車、バス、トラッ
ク、石油、情報通信等の団体

2 道路建設、整備
東北六県・北海道・札幌市・仙台市道路担当
課長会議

北海道・東北ブロックにおける道県及び政令市の道路担当課長により、「議題（課題）の提起」と「事例の回答」方式
で、懸案課題解決と情報交換を目的に、年２回開催（春期・秋期）、規約なし
・国土交通省道路局担当、東北地方整備局・北海道開発局の各担当が同席

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、札幌市、仙台市、国

3 道路建設、整備 北海道・東北道路管理事務運営協議会
北海道及び東北６県における道路管理の課題の検討・調整、情報交換等を行う。規約なし。　※その他：北海道開発局
ほか

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、北海道開発局ほか

4 道路建設、整備 東北縦貫自動車道建設同盟会（S39～） 沿線地域の総合開発が効果的に実施されるよう,東北自動車道の速やかな全線開通を推進する。
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
栃木県、群馬県、埼玉県

5 道路建設、整備
日本海沿岸東北自動車道建設促進青森・秋
田・山形・新潟四県議会協議会

各県議会の議会活動を通じ、東日本の日本海沿岸地域の一体的な振興・発展を図るため、青森ー秋田ー山形ー新潟を結
ぶ日本海沿岸東北自動車道の建設促進を図ること。

青森県、秋田県、山形県、新潟県

6 道路建設、整備
三陸沿岸国道並びに鉄道完遂促進協議会
（S23～）

宮城県より岩手県を経て、青森県に至る三陸沿岸国道及び鉄道完遂促進に関する連絡協議並びに関係団体との協調を図
る。

青森県、岩手県、宮城県

7 道路建設、整備
国道４５４号（仮称）西十和田トンネルの建
設

国道４５４号（仮称）西十和田トンネルの建設について、秋田県の協力、関係機関との協議、調整を行い、早期の事業
化を検討する。

青森県、岩手県、秋田県

8 道路建設、整備 秋田・岩手横断道路整備 秋田、岩手を結ぶ地域連携軸の骨格である一般国道46号及び一般国道106号について、整備を進める。 青森県、岩手県、秋田県

9 道路建設、整備
日本海沿岸東北自動車道山形・秋田県境区間
建設促進期成同盟会

新潟～青森間を結ぶ日本海沿岸東北自動車道の山形・秋田県境区間の建設促進を図る。
※その他：市町村、関係団体

秋田県、山形県、市町村、関係団体

10 道路建設、整備 東北中央自動車道建設促進同盟会 福島県から西東北内陸に至る地域の開発を促進するため、東北中央自動車道の建設促進を図る。 秋田県、山形県、福島県

11 道路建設、整備 国道１３号整備促進期成同盟会 国道13号の四車線化をはじめとする道路整備の促進のため、道路予算の確保等に関する諸活動を実施。 秋田県、山形県、福島県

12 道路建設、整備
高速道路のミッシングリンクを解消し日本の
再生を実現する１１県知事会

地域間格差是正のため、類似状況の県と連携して政府与党へ提言し、マスコミ報道を通じて道路整備の必要性を都市部
住民に理解を求めることにより、高速道路ネットワークのミッシングリンクの早期解消を図る。

山形県、福井県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口
県、徳島県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県

13 道路建設、整備 常磐自動車道建設促進期成同盟会（S42～） 常磐自動車道の整備促進を図る。 宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県

14 道路建設、整備 最上を拓く高規格道路整備推進事業 「最上を拓く高規格道路」建設促進合同大会を開催し、高規格道路の必要性の認識拡大と事業促進をアピールしていく 宮城県、秋田県、山形県、その他市町村

15 道路建設、整備
宮城山形横断自動車道国道建設促進同盟会
（S40～）

東北地方の開発促進を図るため，「宮城・山形横断自動車国道」の建設促進を図る。 宮城県、山形県、市町村関係団体

16 道路建設、整備
東北横断自動車道いわき新潟線建設促進期成
同盟会

東北横断自動車道いわき新潟線（磐越自動車道）の整備促進を図る。 福島県、新潟県

17 道路建設、整備 栃木西部・会津南道路関連合同会議 福島県・栃木県両県にまたがる地域高規格道路「栃木西部・会津南道路」に関する協議調整等を行う 福島県、栃木県

18 道路建設、整備 中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会
新潟県、長野県、山梨県、静岡県を貫き日本海側と太平洋ベルト地帯を結ぶ横断自動車道の建設を促進し、各地域の産
業経済の発展と地域振興を図ることを目的に設置。

新潟県、長野県、山梨県、静岡県、４県の沿線 ３３市
町村
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19 道路建設、整備 中央自動車道渋滞対策促進協議会
中央自動車道の小仏トンネル付近や調布付近をはじめとする上野原ＩＣ以東の深刻な渋滞箇所への抜本的・効果的な対
策の促進を図ることを目的に設置。

東京都、神奈川県、山梨県、長野県、相模原市。

20 道路建設、整備 新東名高速道路建設促進協議会
第二東海自動車道の早期実現を期するため、促進大会の開催、政府及び関係機関等に要望活動の実施、広報用パンフ
レットを作成するなど、新東名高速道路の早期完成に向けた活動を行う。

神奈川県、静岡県、愛知県、名古屋市、静岡市、浜松
市

21 道路建設、整備 伊勢湾口道路建設促進期成同盟会 伊勢湾大橋を含む伊勢湾口道路の早期建設の実現を強力に推進する。
静岡県、愛知県、三重県、3県の関係25市23町1村及び
岐阜県知事、奈良県知事、名古屋市長、浜松市長、経
済関係団体等10団体の会長等

22 道路建設、整備 中部ブロック「道の駅」連絡会
「道の駅」の企画から経営に至る事項等について相互の連携・調整、講習会、研修会等の開催、「道の駅」の利用促進
に必要な調査・研究、広報などを行い、もって「道の駅」の利便性向上、質的向上等に寄与する。

長野、岐阜、静岡、三重、愛知各県の「道の駅」設置
市町村（正会員）、中部地方整備局（顧問）、長野、
岐阜、静岡、三重、愛知各県の建設部局（参与）

23 道路建設、整備 東海北陸広域地域整備連絡会議
東海北陸自動車道に関係する4県28市が一体となって、魅力ある地域づくりの方向性について調査研究を行うとともに、
必要な施策の提言と関連する諸活動を行う。

富山、石川、岐阜、愛知の各県知事及び名古屋市長始
め関係市町村長

24 道路建設、整備 東海北陸自動車道建設促進同盟会
我が国における産業経済の著しい発展に対応し、東海及び北陸を結ぶ高速自動車道の建設を促進し、東海及び北陸地域
の円滑な交流と発展を図るため、東海北陸自動車道に関係する6県1市及び経済団体が一体となって、関係諸機関に対す
る提言・啓発宣伝を行うとともに、沿線地域への啓発活動等を行うものとする。

石川、富山、福井、岐阜、愛知、三重の各県知事及び
名古屋市長

25 道路建設、整備 中部地区道路利用者会議 中部地区道路利用者の総意に基づき、道路の建設促進に係る要望活動等を行い、道路交通の進歩発展に寄与する。

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、富山県、
名古屋市、静岡市、浜松市の道路の直接の利用者であ
る団体、事業体及びこれに準ずるもの並びに本会議の
趣旨に賛同するもの

26 道路建設、整備 新名神高速道路建設促進期成同盟会
新名神自動車道として、愛知県海部郡飛島村から三重県内を経て、滋賀県境に至る区間の早期建設の促進を図るため、
未供用区間の早期建設を促進することを目的に、陳情、請願、調査、研究等を行う。

愛知県知事、三重県知事及び名古屋市長始め関係市町
村長等

27 道路建設、整備 新名神高速道路建設促進協議会
第二名神自動車道の早期完成を期するため、政府及び関係機関等に要望活動を実施するなど、新名神高速道路の早期完
成に向けた活動を行う。

愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫の各府県知事及
び名古屋、神戸の各市長

28 道路建設、整備 中濃・各務原・尾張北部連絡幹線道路協議会
岐阜県中濃地域より各務原市を経て愛知県尾張北部地域に至る新たな南北道路を県道等の幹線道路へ位置づけし、整備
を図るための調査研究、（仮称）新愛岐大橋の実現のための調査研究を行い、住民の生活安定並びに産業の活性化に寄
与する。

各務原市、犬山市、江南市、扶桑町、大口町、関市、
美濃市、両県議会議員（顧問）、両県建設部長（参
与）ほか

29 道路建設、整備 三遠南信道路建設促進期成同盟会
三遠南信自動車道に関係する3県32市町村が一体となって、本道路の更なる整備促進と早期効果発現と計画的かつ着実な
高速道路等の整備を推進するための調査、情報収集及び広報活動、関係諸機関への陳情及び請願を行う。

岐阜、長野、愛知の各県知事及び飯田、浜松、豊橋始
め市町村長等

30 道路建設、整備 東海環状道路建設促進期成同盟会
東海環状自動車道の沿線地域の3県1市及び経済団体が一体となり、本自動車道の効率的かつ効果的な整備及び利用促進
に向けた施策を、関係諸機関に対し強力に働きかけるとともに、あわせて沿線地域への啓発活動等を行う。

岐阜、愛知、三重の各県知事、名古屋市長始め市町村
長等

31 道路建設、整備 東海環状地域整備推進協議会
東海環状自動車道の沿線地域の3県97市町村及び経済団体が一体となって同自動車道を軸とした沿線の地域整備計画の推
進のあり方や地域整備計画の推進のための幹線道路等の基盤整備のあり方等についての調査・検討及び各種広報啓発活
動を実施する。

中部地方整備局長、岐阜、愛知、三重の各県知事、名
古屋市長、(一社)中部経済連合会会長等

32 道路建設、整備
一般国道151号（飯田～豊橋）改良促進期成
同盟会

一般国道151号線の改良促進のための強力な運動の推進、本路線の経済効果と地域開発の調査・研究・視察等を行う。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、東栄町、豊根村、
飯田市、阿南町、売木村、下條村の各長及び地元商工
会長等

33 道路建設、整備
中国横断自動車道姫路鳥取線建設促進期成同
盟会

大阪と下関を結ぶ中国縦貫自動車道の機能を十分に発揮させ、山陰圏域と山陽圏域との一体的開発を図るため、中国横
断自動車道姫路鳥取線の早期建設を推進する。

兵庫県、鳥取県、岡山県

34 道路建設、整備 高知県道路メンテナンス会議
高知県内の関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、効果的な老朽化対策の推進を
図ることを目的とする。

国土交通省四国地方整備局、西日本高速道路（株）四
国支社、高知県、高知県内３４市町村
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35 道路建設、整備
四国8の字ネットワーク整備・利用促進を考
える会

四国4県と民間団体が連携して、四国を8の字の高速道路ネットワークで結ぶ「四国8の字ネットワーク」の整備促進と利
用促進に必要な活動を行うもの。

高知県、徳島県、香川県、愛媛県、四国経済連合会

36 道路建設、整備 四国開発幹線自動車道建設期成同盟会

四国縦貫・横断自動車道の早期建設を促進することを目的とし、次の事業を行う。
(１) 四国縦貫・横断自動車道の建設促進に関し政府・国会その他の関係機関に対する請願・陳情または意見の具申
(２) 事業の促進に必要な調査研究及び普及活動
(３) その他前条の目的を達成するために必要な事業

四国４県及び各県の市長会、町村会

37 道路建設、整備 山陰近畿自動車道整備推進協議会
必要な調整、連絡及び要望活動を行うことにより、山陰近畿自動車道の整備を推進し、早期にネットワークの形成を実
現する。

鳥取県、兵庫県、京都府

38 道路建設、整備 山陰自動車道建設促進期成同盟会 山陰地域の一体的発展を図るため、山陰自動車道（鳥取市～美祢市）の早期建設を促進する。 鳥取県、島根県、山口県

39 道路建設、整備
鳥取・岡山両県情報ハイウェイネットワーク
相互接続

災害時の冗長化対策、バックアップルートの確保を目的として、鳥取情報ハイウェイと岡山情報ハイウェイの相互接続
を行っている。

鳥取県、岡山県

40 空港の利用促進 福島空港利用促進協議会（H1～） 福島空港の利便性や就航先の魅力を広くＰＲすることにより北関東地区からの福島空港の利用者増を図る。 福島県、茨城県、栃木県

41 空港の利用促進 中部国際空港利用促進協議会
中部国際空港が、その機能を十分に発揮していく事が可能となるよう、地域が一体となって、中部国際空港
の利用促進・活用等の取り組みを総合的に推進する。

岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、名古屋商工会議
所、(一社)中部経済連合会、中部国際空港(株)

42 空港の利用促進 県営名古屋空港協議会
コミューター航空利用促進事業（就航先へのPR活動、空港PRリーフレット作成、利用実態調査等）、ビジネス機利用促
進事業（国への要望活動等）、その他事業（マスコットキャラクター維持管理等）を行うことにより、県営名古屋空港
の整備発展を図り、その利活用を促進することにより、当地域の発展を図る。

岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、春日井市、小牧
市、豊山町、名古屋商工会議所

43 空港の利用促進
中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟
会

中部国際空港における二本目滑走路(完全24時間化)を始めとする機能強化の実現のため、国等に対する要望活動及び連
絡調整等を行う。

岐阜、愛知、三重の各県知事、名古屋市長、名古屋商
工会議所会頭、(一社)中部経済連合会会長、中部国際
空港(株)社長

44 航路整備 鳥羽伊良湖航路活性化協議会
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の規定に基づき、鳥羽伊良湖航路とそれに関連する輸送サービスの実
現に必要となる事項を協議する。

愛知県、三重県、鳥羽市、田原市の担当課長、中部運
輸局、伊勢湾フェリー(株)、大学、鳥羽市観光協会、
商工団体等

45 航路整備 紀淡海峡交流会議 大阪湾環状交通体系の要をなす紀淡海峡ルートの早期実現をめざす。
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川
県、高知県、民間団体

46 航路整備 宇野高松間地域交通連絡協議会
・四国フェリー㈱及び国道フェリー㈱の２社からの宇野高松航路に係る事業廃止届（すぐに撤回）を踏まえ、宇野高松
間の地域交通のあり方を検討し、その対策について検討・協議している。
・平成22年２月26日設立（以降、計９回開催)

四国運輸局、中国運輸局、岡山県、香川県、高松市、
玉野市、四国フェリー㈱

47 新幹線の整備促進
東北地方新幹線建設促進期成同盟会
（S42～）

東北新幹線八戸以北の整備促進のための要望活動等を行う。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、その他東京都、埼玉県、栃木県

48 新幹線の整備促進
東北新幹線の早期開業と北海道新幹線の早期
建設

北海道と北東北の地域間交流を一層進め、産業・経済・文化の振興を図るため、東北新幹線全線の早期開業と北海道新
幹線の早期建設の促進を図る。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

49 新幹線の整備促進 整備新幹線関係18都道府県期成同盟会 整備新幹線の建設促進等を図るため、関係道県の知事、議長等により、政府・与党に対する要請活動を実施する。 北海道、青森県、岩手県、新潟県

50 新幹線の整備促進 整備新幹線建設促進三道県協議会
東北新幹線(盛岡・新青森間)及び北海道新幹線(新青森・札幌間)の早期建設を強力に推進することを目的とし,三道県の
知事による中央要請の実施などを行う。

北海道、青森県、岩手県

51 新幹線の整備促進 青函共用走行区間高速走行早期実現協議会
青函共用走行区間における全ダイヤ高速走行の早期実現に向け、青森県と北海道の関係機関において情報共有を図ると
ともに、国等に対する働きかけなど両地域が連携した取組について検討・協議を行う。

北海道、青森県

52 新幹線の整備促進 羽越新幹線建設促進同盟会 青森県、秋田県、山形県、新潟県及び富山県を貫通する羽越新幹線の建設促進。
青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、５県及び
沿線市町村により構成
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53 新幹線の整備促進 奥羽新幹線建設促進同盟会
東北地域内陸部（福島、山形及び秋田の各県）を縦貫し、地域連携の推進や国土の均衡ある発展を図るうえで大きな役
割を果たす奥羽新幹線の早期完成。

秋田県、山形県、福島県、３県及び沿線市町村等によ
り構成

54 新幹線の整備促進 リニア中央新幹線建設促進期成同盟会
リニアによる中央新幹線の早期建設の実現を強力に推進するため、国会議員、政府等に対する要望及び建設促進に関す
る広報啓発及び調査研究を行う。

東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知
県、三重県、奈良県、大阪府

55 新幹線の整備促進 山梨・長野・岐阜三県リニア連絡調整会議
リニア中央新幹線の整備に伴い生じる課題（整備における役割分担、建設発生土の処理等）及び活用方法について、各
県と情報交換を行い、リニア中央新幹線の整備促進を図るとともに、リニアの開業効果を最大限に波及させることを目
的とする。

山梨県、長野県、岐阜県、

56 新幹線の整備促進
中国横断新幹線及びフリーゲージトレインの
導入に向けての連携

新幹線実現までの段階的な整備として、ＪＲ伯備線へのフリーゲージトレイン（軌間可変電車）の導入を国等へ提案す
るとともに、３県でフリーゲージトレイン導入を想定した鉄道高速化調査を実施している。

鳥取県、島根県、岡山県

57 新幹線の整備促進 四国の鉄道高速化連絡会
四国の新幹線の整備計画格上げに向けて、関係団体と連携し、四国地域の気運醸成を図るとともに、国等への提言を行
う。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、四国経済連合会

58 新幹線の整備促進 四国鉄道活性化促進期成会 四国への新幹線鉄道の導入等による抜本的高速化など。
香川県・徳島県・高知県・愛媛県、四国経済連合会、
商工会議所連合会

59 自転車対策 首都圏自転車安全利用対策協議会
九都県市相互で連絡調整等を図り、自転車安全利用対策を効果的に推進することを目的に設置。5月の九都県市一斉自転
車マナーアップ強化月間の実施に合わせ、統一デザインのポスター等を作成し、同一日程での報道発表を実施してい
る。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市

60 自転車対策 首都圏放置自転車対策協議会
首都圏における駅前放置自転車問題について、関係機関等の相互の連絡調整を図り、効果的対策を推進するために設
置。10～11月の首都圏キャンペーンに際し、統一デザインのポスター等を作成している。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市

61 鉄道整備 全国鉄道整備促進協議会
鉄道在来線の整備を促進し、鉄道による円滑なモビリティを確保して、産業経済の発展と国民経済の向上に資すること
を目的として、鉄道在来線の整備促進のための運動等を行う。

北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
ほか１５県

62 鉄道整備 並行在来線関係道県協議会
並行在来線に関わる関係道県が連携し、一体として並行在来線対策に取り組むことを目的として、並行在来線対策に対
する国及び関係機関への要望活動等を行う。

北海道、青森県、岩手県、長野県、新潟県、富山県
石川県、福井県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県

63 鉄道整備 奥羽本線全線複線化早期完成期成同盟会
東北地域の主要都市間（福島、山形、秋田及び青森の各県）を結ぶ路線として地域連携の形成に大きな役割を果たす奥
羽本線の全線複線化の実現。

青森県、秋田県、山形県、福島県、４県及び沿岸市町
村により構成

64 鉄道整備 羽越本線全線複線化早期完成四県期成同盟会 羽越本線、白新線の全線複線化の早期完成。
青森県、秋田県、山形県、新潟県、４県及び沿岸市町
村により構成

65 鉄道整備
羽越・奥羽本線等高速化促進青森・秋田・山
形・新潟四県議会協議会

各県議会の議会活動を通じ、東日本の日本海沿岸地域の一体的な振興・発展を図るため、白新線、新発田駅以北の羽越
本線及び奥羽本線の高速化を促進する。

青森県、秋田県、山形県、新潟県

66 鉄道整備 ＪＲ只見線復興推進会議
平成23年7月の新潟・福島豪雨災害により甚大な被害を受け、全線復旧の見通しが立たないＪＲ只見線の復旧・復興に向
け、地元自治体及び関係団体等の連携を強化しつつ、支援策及び利活用促進等の検討などを行う。

福島県、新潟県、会津若松市、喜多方市、南会津町、
下郷町、檜枝岐村、只見町、北塩原村、西会津町、磐
梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津
美里町、三島町、金山町、昭和村、魚沼市

67 鉄道整備 仙山線整備促進同盟会（S58～） 仙山線の利便性向上を図る運動及び研究等を行う。 宮城県、山形県、沿線市町村

68 鉄道整備 高山本線強化促進同盟会
高山本線強化を図るため、複線電化等輸送施設の改良・増強を促進するために、東海旅客鉄道㈱及び西日本旅客鉄道㈱
への要望を行うとともに、啓発グッズの作成・配布による利用促進活動等を推進する。

愛知、岐阜、富山の各県知事始め、市町村、県・市町
村議会、経済団体、観光団体等の代表

69 鉄道整備 関西本線複線電化促進連盟
東海旅客鉄道㈱及び西日本旅客鉄道㈱への要望・意見交換、国土交通省及び地元選出国会議員への要望、関西本線フォ
トコンテストの実施等の利用促進活動により、関西本線の複線電化の促進を図り、もって沿線地域の開発に寄与する。

愛知、三重、京都、奈良の各府県知事、名古屋市長始
め4府県22市町村の代表
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70 鉄道整備 ＪＲ赤穂線沿線地域活性化連絡会議
岡山県備前県民局、兵庫県西播磨県民局、ＪＲ西日本、沿線４市、沿線の観光協会、バス会社等が沿線地域の活性化を
図るため、共同事業を実施している。
（取組事例：沿線地域観光パンフレット作成、かきシーズン共同ＰＲ等）

兵庫県、岡山県

71 鉄道整備
ＪＲ在来線（兵庫・岡山間）の利便性向上等
連絡会議

・各種情報の収集を行うとともに、ＪＲ西日本岡山支社・神戸支社に対し、要請活動等を実施。 兵庫県、岡山県

72 鉄道整備 智頭線の利用促進
・鳥取・岡山・兵庫県及び沿線市町村等を構成メンバーとする「智頭線利用促進協議会」が、智頭線利用促進のための
観光宣伝や広報活動等を実施している。

兵庫県、鳥取県、岡山県

73 鉄道整備 ＪＲ因美線・津山線の利便性向上等について
・岡山・鳥取両県及び沿線市町・商工会議所等を構成メンバーとする「因美線・津山線近代化促進期成同盟会」が、利
用促進活動やＪＲ西日本への要望活動を実施している。

鳥取県、岡山県

74 鉄道整備 ＪＲ予土線の利用促進 予土線の運行存続のための利用促進を図り、もって産業、経済、教育、文化等地域の発展を図る

愛媛県予土線利用促進対策協議会―鬼北町、宇和島
市、松野町、
高知県予土線利用促進対策協議会―四万十市、四万十
町、高知県

75 鉄道整備 九州地域鉄道整備促進協議会
九州・沖縄地域における鉄軌道事業者の施設整備や輸送改善を促進し、もって同地域における鉄軌道網の整備と地域に
密着した鉄軌道需要の実現を図ることを目的とする。

福岡県、大分県、鹿児島県、佐賀県、長崎県、熊本
県、宮崎県、沖縄県

76 港湾整備 日本港湾協会東海地区支部連合会
東海地区における日本港湾協会の支部相互の緊密なる連携を図るとともに港湾の整備を促進するため、港湾の施設、管
理等に関し、必要な事項の調査研究及びそれらの成果の普及、港湾事業の推進並びに港湾の振興及び利用の促進等を行
う。

静岡、碧南、鳥羽始め18市長、静岡、愛知、三重の各
県知事、名古屋港管理組合管理者、名古屋港利用促進
協議会会長、四日市港管理組合管理者　等

77 港湾整備 伊勢湾連携協議会
名古屋港と四日市港が連携し、「国際産業ハブ港」を実現するため、コンテナ貨物、バルク貨物、完成自動車も含めた
総合港湾としての「国際産業ハブ港」を目指す施策実現のため、港湾コスト低減、港湾サービス向上、貨物集荷促進、
港湾経営の効率化などについて協議する。

愛知県知事、三重県知事、名古屋市長、四日市市長、
名古屋市商工会議所会頭、四日市市商工会議所会頭、
(一社)中部経済連合会会長、名古屋税関長、中部経済
産業局長、第四管区海上保安本部長、名古屋港管理組
合管理者、四日市港管理組合管理者、中部地方整備局
長、中部運輸局長等

78 港湾整備
東北地区港湾整備促進協議会
（H13～）

共同して各港湾の整備・振興を促進することを目的とし，大会決議により国などへの要望を行う。 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

79
橋の新規新設、
利用促進

新濃尾大橋架橋促進期成同盟会
木曽川を挟む尾張西部地域と岐阜・西南濃地域の交通環境の改善と、産業・文化の振興を目指し、新濃尾大橋架橋の促
進を図るため、関係機関に対する要望、目的達成のために必要な調査・研究を行う。

一宮市、羽島市、稲沢市、各市議会議長、各県建設部
長（参与）、各県課長補佐（オブザーバー）ほか、一
宮市建設部長（幹事）ほか

80
橋の新規新設、
利用促進

木曽川・長良川新架橋促進協議会
一級河川木曽川及び長良川によって分断されている愛知県海部地域と岐阜県海津地域を結ぶことにより、両地域の均衡
ある発展を図ることを目的とし、関係機関に対する要望を行い、新架橋の早期実現と架橋実現までの地域間の渋滞緩和
策を推進する。

津島市、愛西市、あま市、海津市、大治町、輪之内
町、養老町、両県議会議員（顧問）、両県建設部長
（参与）ほか、建設事務所課長（幹事）ほか

81
橋の新規新設、
利用促進

瀬戸大橋利用促進共同事業実行委員会
瀬戸大橋の利用促進を図るため、岡山県、香川県及び本州四国連絡高速道路㈱が連携し、共同で行う事業の円滑なる運
営を期するために必要な準備及び実施にあたる。

岡山県、香川県、本州四国連絡高速道路㈱
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82
橋の新規新設、
利用促進

島原・天草・長島架橋建設促進事業

豊かな自然に恵まれ，観光・リゾート地域や農水産物の生産地域として飛躍的に発展する可能性を秘めながら，海に
よって分断され，連携した振興が阻害されている長崎県から熊本県中西部を経て鹿児島県に至る九州西岸軸の発展に必
要な島原・天草・長島架橋の建設促進を図るため，鹿児島・熊本・長崎の３県の知事，議長及び各県市長会・町村会
長，経済団体等で構成する「島原・天草・長島架橋建設促進協議会」を通じて，国土交通省等に島原・天草・長島架橋
構想及び九州西岸軸構想の重要性や地元の期待等をアピールし，同構想の早期実現を目指す。

鹿児島県，熊本県，長崎県，出水地域開発促進協議
会，島原・天草架橋建設促進期成会，島原・天草・長
島架橋建設促進期成会

83 その他
東北・上越・北陸新幹線,高速自動車道公害
対策10県協議会（S53～）

東北・上越・北陸新幹線,高速自動車道（首都高速道路を除く）に係る騒音・振動等の公害防止と，行政の円滑な連絡調
整を図り，県民の健康維持と生活環境を保全する。
※その他：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・長野県

青森県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、長野県

84 その他 次世代自動車地域産学官フォーラム推進会議
産学官の連携によって中部地域が一丸となって次世代自動車産業振興を推進するため、「開発・生産力の強化」、「新
ビジネスの創出」、「スマートコミュニティの形成」の３つの戦略分野を掲げ、各種事業に取り組んでいる。

富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、浜松市、
名古屋市、豊田市、中部地域の自動車メーカー、部
品・素材メーカー、大学等

85 その他 全国地域航空システム推進協議会
会員相互の連絡提携により、地域航空に関する基礎的かつ総合的な研究調査を行い、地域開発の基盤となる地域間高速
輸送網の発達に寄与することを目的とする。

富山県、石川県、愛知県始め40都道府県、名古屋市始
め19市町村、関係団体等

86 その他
夏の交通安全県民運動、年末の交通安全県民
運動

北陸三県が統一した活動重点等を協議し、一斉に啓発活動等を実施することにより、北陸三県における交通事故防止を
図る。

福井県、富山県、石川県

87 その他
関空・紀淡・四国高速交通インフラ期成協議
会

関西大環状道路、関西高速交通アクセス、紀淡海峡ルート、四国新幹線の実現など。
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県
（オブザーバー）香川県、愛媛県、高知県、大分県、
宮崎県

88 その他 太平洋新国土軸構想推進協議会 太平洋新国土軸構想の早期実現をめざす。
和歌山県、愛媛県、大分県、静岡県、愛知県、三重
県、大阪府、兵庫県、奈良県、徳島県、香川県、福岡
県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、民間団体

89 その他 太平洋新国土軸推進府県議会議長連絡協議会
均衡ある国土の発展と西日本の新しい広域経済文化圏を形成するため、中京圏から伊勢湾口、紀伊半島を通り、紀淡海
峡、四国、豊予海峡を経て九州に至る太平洋新国土軸構想の早期実現をめざすため、国会、政府関係機関、政党その他
関係機関に対する陳情、構想実現に関する調査、研究及び広報、情報の収集、交換を行う。

愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山
県、徳島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

90 その他 中京都市圏総合都市交通計画協議会
中京都市圏（名古屋の中心から概ね60㎞圏内にある都市計画区域内市町村）における総合的な交通計画の策定に関する
調査、研究及びこれに関する連絡・調整を行う。

中部地方整備局長、岐阜県・愛知県・三重県及び名古
屋市の関係部局長、中部経済連合会常務理事、名古屋
商工会議所企画振興部長等

91 その他 中部FCV水素供給インフラ整備推進会議

燃料電池自動車(FCV)に必要な水素供給インフラの整備を推進することを目的とし、FCV需要の効果的な創出（市場創
設）計画、2015年FCV普及開始に向けた水素ステーション先行整備（社会実証）計画、 将来の商用水素ステーションの
整備計画、その他FCV水素供給インフラの整備促進に関する事項について検討を行い、FCVの初期需要創出と水素供給イ
ンフラの普及戦略を策定・推進する。

中部経済産業局、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋
市、豊田市、名古屋大学、トヨタ自動車㈱、本田技研
工業㈱始め8社

92 その他 国土交通広域連携中部会議
国土交通に関連する社会資本整備のあり方(中部ブロックの社会資本の重点整備方針)や将来ビジョン(新まんなかビジョ
ン)等について意見交換を行う。

中部地方整備局長始め国の関係省庁の局長、岐阜、長
野、静岡、愛知、三重の各県知事、名古屋、静岡、浜
松の各市長、(一社)中部経済連合会長始め地元経済団
体の長、ＪＲ東海相談役

42


