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（仮称）名神湾岸連絡線の道路計画の検討にあたり、

地域の皆様の御意見をお聴かせ下さい
めい

○国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所においては、（仮称）名
しん わんがん れんらくせん

けいかく だんかい ひょうか

神湾岸連絡線について「計画段階評価」を進めており、平成２５年８月２８
日に近畿地方整備局で開催された「社会資本整備審議会 道路分科会
近畿地方小委員会」において今後の進め方などについて審議されたとこ
ろです。
概

要

○これに伴い、地域の皆様及び道路を利用される皆様の意見を幅広く聴取
し道路計画に反映することを目的に、国土交通省及び兵庫県は、オープ
ンハウス（ご意見をお聴かせいただく場）の開催、アンケート調査の実施
、サービスエリアやパーキングエリアでのヒアリング調査を実施し、「地
域の現状と課題」、「道路・交通の状況と課題」等について、意見聴取を実
施致します。
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亮
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兵庫県 県土整備部 土木局道路企画課
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電話：０７８－３３４－１６００（代表）

電話：０７８－３４１－７７１１（代表）

ホームページ：http://www.kkr.mlit.go.jp/hyogo/

ホームページ：http://web.pref.hyogo.lg.jp/dorokikaku/

（仮称）名神湾岸連絡線

道路計画に関するご意見をお聴かせ下さい！
ご意見をお聴かせ頂く場（オープンハウス）の開催について

◇国土交通省では、（仮称）名神湾岸連絡線の道路計画にあたり、「計画段階評価」
を進めています。
◇この検討をするにあたり、地域のみなさまに道路計画に関するご意見をお聴かせ頂
く場（オープンハウス）を開催します。
◇会場では、阪神臨海部の地域と道路の課題等についてパネル展示し、職員が説明を
行うとともに、パネルの内容に対する地域のみなさまのご意見をお聞きします。

開催日時及び会場
●ＪＲ尼崎駅 ２階北側通路 （尼崎市）
平成２６年７月１８日（金）
平成２６年７月１９日（土）
●阪神西宮駅えびす口改札付近（西宮市）
平成２６年７月１８日（金）
平成２６年７月１９日（土）
●ＪＲ芦屋駅 コンコース南側階段付近（芦屋市）
平成２６年７月２１日（月）
平成２６年７月２２日（火）
●ＪＲ灘駅 コンコース北側階段付近（神戸市）
平成２６年７月２１日（月）
平成２６年７月２２日（火）
●開催時間
いずれの会場も９時～１６時まで

オープンハウスに併せて、以下を実施します。
①アンケート調査
無作為に選ばせて頂いた地域住民の皆様や事業所にアンケート調査を実施すること
としています。
お手元に届いた方は是非ご協力をお願いします。
また、ホームページを開設し、Web上でもアンケートに参加できます。
②ヒアリング調査
阪神地域周辺のサービスエリア・パーキングエリアにおいてドライバーの皆様にヒ
アリングを行うこととしています。
お立ち寄りの際は是非ご協力をお願いします。
実施箇所と実施日時：吹田SA,中島PA
平成26年7月25日(金),26日(土)
京橋PA,朝潮橋PA 平成26年7月27日(日),28日(月)

あなたと

考 え る

（仮称）
名神湾岸
連絡線

阪神臨海部には、阪神高速３号神戸線と国道 43 号に多くの交通が集中していることによる交通渋滞や沿道環境への
負荷、名神高速道路と臨海部を行き来する交通が一般道を通行することによる交通安全対策、南海トラフ大地震に
備えた防災・減災対策、臨海部における物流効率化など、様々な課題があると考えています。
これらの課題に対応し、阪神臨海部を暮らしやすい地域に、また活力ある地域にするため、名神高速道路と阪神高
速５号湾岸線をつなぐ「（仮称）名神湾岸連絡線」について、その必要性や望ましい道路の姿を、地域のみなさんと
ともに検討していきたいと考えています。
阪神高速３号神戸線（京橋ランプ付近）

国道 43 号（西宮市今津二葉町付近）

名神高速道路と阪神高速５号湾岸線をつなぐ道路の計画検討を行うに際して、計画づくりの初期段階から関係する
地域のみなさまに情報を提供したうえで、広くご意見をお聴きし、それらを計画づくりに反映していきます。
※アンケートは無作為に選ばせて頂いた方に送付することとしています。お手元に届いた方は是非ご協力をお願いします。

計画段階評価の進め方
計画プロセス

第三者委員会から助言・評価をいただきます

（仮称）名神湾岸連絡線の計画検討の
進め方を検討します。

公正中立の立場から計画検討の手法や進め方について「社会資本整備審議
会道路分科会近畿地方小委員会」を開催し、助言・評価をいただきます。

情報の提供
・計画プロセス、交通問題を提示します。

交通改善上の懸念・ニーズ

（計(画段階評価

（仮称）名神湾岸連絡線の
必要性と計画のたたき台の提示
（仮称）名神湾岸連絡線の目的・必要性（広域・
地域）を確認するとともに、複数の計画のたた
き台を提示し、たたき台に対する地域のみなさ
まの懸念やニーズを把握します。

委員会メンバー
意見の把握
・交通問題を改善するにあたっての懸念・
ニーズを把握します。
（意見把握の方法）
・地域説明会 ・ヒアリング ・オープンハウス
・アンケート ・ホームページ ・チラシ

情報の提供
・計画の目的（広域・地域の必要性など）、
計画の複数のたたき台を提示します。

)

意見の把握

地域のみなさま

構想段階

交通問題を改善するにあたっての地域の
みなさまの懸念やニーズを把握します。

浦尾 たか子 氏（京南倉庫株式会社 常務取締役）
川本 義海 氏 （福井大学大学院工学研究科 准教授）
玉岡 かおる 氏 作家
兵庫県教育委員
中瀬 勲 氏
兵庫県立人と自然の博物館 館長
兵庫県立大学 名誉教授
藤井 聡 氏
（京都大学大学院工学研究科 教授）
宗田 好史 氏 （京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授）
山下 淳 氏
（関西学院大学法学部 教授）

・計画の必要性に対する意見、計画のたたき台に
対する懸念・ニーズを把握します。

概略計画の検討
複数案のたたき台に対する地域のみなさまの懸念や
ニーズを把握し、これらを反映し比較評価を行い
概略計画を検討します。

（意見把握の方法）
・地域説明会 ・ヒアリング ・オープンハウス
・アンケート ・ホームページ ・チラシ

情報の提供

計画
段階

みなさまのご意見を踏まえ
対応方針を決定し
「概略計画」をとりまとめます
より詳細な計画案を作成します。

・概略計画を提示します。

ホームページを開設しました
（仮称）名神湾岸連絡線に関する情報をみなさまに提供するためにホーム
ページを開設しました。
ご意見・ご質問がございましたら、ホームページのお便りコーナーをご利用
ください。
また、Ｗｅｂ上でもアンケートに参加していただけます。

http://www.kkr.mlit.go.jp/hyogo/meiwan/index.html

道路計画に関するご意見を
お聴かせください！
「
（仮称）名神湾岸連絡線」の道路計画を検討するにあたり、地域のみなさんに道路計画に
関するご意見を直接お聴きするためのパネル展（オープンハウス）を開催します。
国土交通省では、（仮称）名神湾岸連絡線の道路計画の
検討にあたり、「計画段階評価 」に着手しました。

オープンハウスのイメージ

※

◇ 会場では、阪神臨海部の地域と道路の課題等について
パネルを展示し、職員が説明を行うとともに、パネルの
内容に対する地域のみなさまのご意見をお聴きします。

阪神臨海部のより良い地域づくりに向けて、
みなさまのご意見をお聴かせください
◇ オープンハウスは次の 4 会場で開催します。どこの会場にもご参加いただけます。

ＪＲ尼崎駅２階北側通路

阪神西宮駅えびす口改札付近

平成２６年７月１８日（金）・１９日（土）９時～１６時

平成２６年７月１８日（金）・１９日（土）９時～１６時

【会場位置図】

【会場位置図】

【会場詳細図】

【会場詳細図】

オープンハウス会場
オープンハウス会場

オープン
ハウス
会場

オープンハウス会場

ＪＲ芦屋駅コンコース南側階段付近 ＪＲ灘駅コンコース北側階段付近
平成２６年７月 21 日（月）・２２日（火）９時～１６時
【会場位置図】

【会場詳細図】

平成２６年７月２１日（月）・２２日（火）９時～１６時
【会場位置図】

【会場詳細図】
オープン
ハウス
会場

オープンハウス会場
オープンハウス会場

オープンハウス会場

※
「計画段階評価」とは、公共事業の効率性およびその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、地域の課題や達成すべき目標、
地域の意見等を踏まえ、複数案の比較・評価を行うとともに、事業の必要性および事業内容の妥当性を検証するものです。

国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 調査課
〒６５０-００４２ 兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号 電話 ： ０７８-３３１-４４９８ （直通）

（土･日･祝日を除く９時～ 17 時）

兵庫県 県土整備部 土木局 道路企画課 計画調査班
〒６５０-８５６７ 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目 10 番 1 号 電話 ： ０７８-３６２-３５１４ （直通） （土･日･祝日を除く９時～ 17 時）

