伊豆縦貫自動車道（下田市）都市計画原案説明会の開催状況
◎全体説明会◎
全体説明会◎

(H24.7.5～
(H24.7.5～H24.8.24 ※全ての会場
ての会場で
会場で同じ内容の
内容の説明を
説明を行いました。
いました。)

H24.7.5 下田地区（下田市民文化会館）

来場者 250 人
H24.8.20 浜崎地区（柿崎公民館）

来場者 20 人

◎地区詳細説明会◎
地区詳細説明会◎

H24.7.6 稲生沢地区（稲生沢小体育館）

平成 24 年 11 月発行

H24.7.9 稲梓地区（基幹集落センター）

来場者 80 人

来場者 70 人
H24.8.22 白浜地区（白浜小体育館）

H24.8.24 朝日地区（朝日公民館）

来場者 50 人

来場者 30 人

(H24.7.11～
(H24.7.11～H24.7.20 ※対象地区を
対象地区を中心とした
中心とした、
とした、詳細な
詳細な説明を
説明を行いました。
いました。)

H24.7.11 立野地区（立野公会堂）

H24.7.13 河内地区（河内公会堂）

H24.7.17 広岡西区（中央公民館）

来場者 80 人

来場者 30 人

来場者 75 人
H24.7.19 岩下地区（岩下集会所）

H24.7.20 箕作・相玉地区（基幹集落センター）

※説明会当日、来場頂けなかっ
た皆様に説明会資料をご覧頂け
るよう、市ホームページへ資料
掲載を行っております。また、
ご要望がございます地区への資
料回覧を行っておりますので、

来場者 60 人
来場者 60 人

お申し出ください。

伊豆縦貫自動車道（下田市）都市計画原案説明会は、予定された全１１会場において、総来場者 805 名のもと
に開催されました。会場から、沢山の御意見・要望・質問が出されました。（裏面に御意見概要をまとめてみ
ました。）

皆様に
皆様 に 御理解を
御理解 を 頂 くため、
くため 、 より丁寧
より 丁寧な
丁寧 な 「 伊豆縦貫自動車道都市計
伊豆縦貫自動車道 都市計
画原案説明会
画原案説明会」
説明会」は続けてまいります。
けてまいります。
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※※※※※原案説明会からの主な「皆様の声」※※※※※
心配の
心配の声

期待の
期待の声
＜早期完成の
早期完成の期待＞
期待＞
◎防災・医療の面からも早期完成を。
◎早期開通で下田の活性化につなげて。
◎未来のために道路が必要だ。
＜縦貫道とあわせたまちづくり
縦貫道とあわせたまちづくり＞
とあわせたまちづくり＞
◎縦貫道は歓迎。道路を作るだけでなく、活用し
たまちづくりが必要だ。
◎将来まちづくりのビジョンを見せて。
＜津波避難への
津波避難への期待
への期待＞
期待＞
◎津波のときに緊急避難できるようにしてもらい
たい。

その他
その他の声
○インターチェンジの名前は、地元の名称を大切
にする配慮が必要だ。
○縦貫道のメリットをもっと教えて。
○ルート帯決定のプロセス(平成 15 年度)が分ら
ない。アンケートの話は聞いていない。
○学校関係者に話がなかった。
○とにかく、この地区は通らないで。

＜ルート案
ルート案についての心配
についての心配＞
心配＞
●なんでここの場所を通過するのか？
●立野の保育・教育施設の付近(文教地区)をなぜ
通過するか？
●ルート変更はできないか？
●インターチェンジ形状や接続道路が不適切であ
る。
＜環境変化の
環境変化の心配＞
心配＞
●騒音の発生が心配だ。
●排気ガスの影響が心配だ
●道路により景観が変化するのがイヤだ。
●道路で地区が分断される。
＜移転の
移転の心配＞
心配＞
●道路により土地・建物をとられたら将来設計が
立てられない。
●移転先の代替地の確保を。
＜災害・
災害・事故の
事故の心配＞
心配＞
●工事車両等による交通事故が心配だ。
●高架道路から車や物の落下が心配だ。

皆様の声にお答えして・・
原案説明会では、皆様から沢山の御意見・要望・質問を頂
きました。当日の説明会では、充分なご理解が得られなか

伊豆縦貫道が整備されると・・
◎時間短縮効果◎
時間短縮効果◎

った事項・持ち帰り検討するとした事項について、追加の
説明会を下記のとおり実施（予定）しております。内容に
ついては、次号でお知らせいたします。

・高速道路ＩＣへの到達時間が短縮、６０分圏域が
拡大。
（現

在）沼津ＩＣ～下田市

（整備後）沼津ＩＣ～下田市

約 2 時間 10 分
約 60 分

・救急救命医療（第 3 次医療病院）への搬送時間短
縮
（現

在）下田市～順天堂大静岡病院 約 80 分

（整備後）下田市～順天堂大静岡病院 60 分以内

◎地震・
地震・津波に
津波に対する効果
する効果◎
効果◎
・伊豆縦貫道は伊豆半島の中央高台を通るため、

比較的津波による影響を受けず、地震・津波
発生時には、災害救助
災害救助や復旧
復旧のための経路と
災害救助
復旧
して絶対に必要な道路です。
ご意見・お問い合わせは

※追加説明会日時・会場※
○平成 24 年 10 月 5 日 午後７：00～
西本郷地区詳細説明会（本郷公民館）
○平成 24 年 10 月 19 日 午後７：00～
立野地区詳細説明会（第 2 回）
（稲生沢公民館）
○平成 24 年 10 月 25 日 午後 2：30～
（仮）蓮台寺 IC 周辺住民・関係者意見交換会（河内
公会堂）
○平成 24 年 10 月 25 日 午後 7：00～
箕作・相玉地区詳細説明会（第 2 回）（基幹集落セ
ンター）
○平成 24 年 10 月 29 日 午後 3：00～
教育・保育関係者との意見交換会（中央公民館）
○平成 24 年 11 月 14 日 午後 7：00～
箕作・相玉地区詳細説明会（第 3 回）
（基幹集落セ
ンター）
※立野地区詳細説明会（
立野地区詳細説明会（第 3 回）日程、
日程、場所は
場所は調整中

下田市役所 建設課 伊豆縦貫道係

E-mail：kensetsu@city.shimoda.shizuoka.jp

