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1 月 12 日の設立総会 280 名もの参加者で！ 

反対運動を進めてきた他団体との連帯も 

 大変ご多忙のところ、中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会、設立総会にご出席

頂き有り難うございました。280人近い皆さんにお集り頂き、皆さんのお力で意義深い設立総会

にすることができました。質疑応答の十分な時間が取れなかったことお詫び申し上げます。大泉

支所で行なわれた報道機関へ訴える活動など臨機応変の対応もありましたので、お許し下さい。

４名の北杜市議会議員の参加(他に会場内に推進派の議員 1名)、南麓の会の米田会長、レインボ

ーの会の参加表明、その他の会の同意等、大きな団結ができ、予想を上回る盛り上がりだったと

思います。また、いくつものメディアも注目し、テレビ局３社、新聞社３社、ラジオ局１社の取

材、撮影がありました。総会後、大泉支所における報道機関への記者会見場外部に多くの方々が

参加し、私たちの反対の意思と決意を伝えることができました。 

次の行動として、1月 30日から 2月 16日まで、国交省による「住民説明会」が実施されます。

各地域で、説明会当日事前に小さな集会を計画しています。私たちの会のホームページをご注目

下さい。説明会に出席して、是非ご自分の立場でできるところから勇気あるご発言をおねがいい

たします。私たちの主張は極めて単純です。１）八ヶ岳南麓には中部横断自動車道を通さないで

ほしい。２）国道１４１号を改修してほしい、ということです。そのため、小委員会が出した「中

間取りまとめ」（2012 年 6 月 18 日国交省発表）の撤回を求めることが重要です。積極的なご支

援、どうか宜しくお願い致します。 

中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会役員一同 

   ＷＧの現地視察も 12 日実施される 

「高速反対」の意思と決意を国交省に！ 

 総会のあと 30名ほどが 12日に行われた国交省のワーキング

グループの視察についての記者発表がある大泉支所に移動し

て、国交省や報道機関に、「高速反対！」「住民の声を無視する

な！」と私たちの意思と決意を伝えました。  

 

 

 

    中部横断自動車道八ヶ岳南麓 

    新ルート沿線住民の会ニュース 

2013 年１月 22 日発行  

中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会 長田 佳久 

https://sites.google.com/site/odandonewroot/oshirase 

連絡先 長田佳久 osada＠rikkyo.ac.jp 柴田 武 shibata＠a2.mbn.or.jp０９０－５８０７－１４１８                        

   

 

 

 

フリーマーケットに 

ご協力くださった皆さま 

ありがとうございました。

おかげさまで、売り上げは 

１４９３１円 でした。 

 

https://sites.google.com/site/odandonewroot/oshirase
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◆各地域での説明会では、ひとり一人が勇気ある発言を！ 

１）八ヶ岳南麓には中部横断自動車道を通さないでほしい。 

２）国道１４１号を改修してほしい。 

◆中部横断自動車道説明会に向けての小集会にご参集下さい。 

  新ルート沿線住民の会では、当局の説明会の前に簡単な打合せを行い、説明会に臨みたいと思

います。小集会は説明会開始時刻の 1時間半前(*マークの場所は 1時間前)に集合して下さい。 

 

 

1／２７(日) 説明会に向けての学習会に集まろう！ 

反対の意思を表明しなければ、どんどん先へ進んでしまいます。 

新ルートのことをよく知らない人、「え～～！？」と思ってはいるけれど・・「どういうこと？」

と、思っている人も、お集まり下さい。「なぜ反対なのか」は人によっていろいろだと思います

が、はっきりしているのは、ここで反対の意思を表明しなければ、どんどん先へ進んでしまいま

す。みんなで勉強して説明会に臨みましょう。ハガキ・ステッカーセット販売します 

場所 高根農村環境改善センター 和室 18 時～21 時  

 

 

 

＊長坂農村改善Ｃは長坂総合支所の隣です 

＊いずみ活性化施設の所在地は大泉町西井出 2197 

＊小淵沢生涯学習Ｃは小淵沢図書館と同施設です。 

＊羽村市自然休暇村は hamura-kyukason.jp 

＊下井出分館は問い合わせ 柴田 090-5807－1418 

＊森ぴかへのアクセスは http://www.moripika.com/index.html 

＊居酒屋レストラン「会」は須玉町若神子 2421 電話 0551-42-4084 

 

月日 曜日 小集会場 集合時間 国交省説明会場 開始時間

1月30日 水 長坂農村改善Ｃ 18:00 長坂総合支所 19：30～

1月31日 木 いずみ活性化施設 18:00 大泉総合会館 19：30～

2月1日 金 高根農村環境改善Ｃ 18:00 高根農村環境改善Ｃ 19：30～

2月2日 土 ＊小淵沢生涯学習Ｃ 13:00 小淵沢総合支所 14：00～

2月3日 日 ＊長坂農村改善Ｃ 13:00 長坂総合支所 14：00～

2月5日 火 小淵沢生涯学習Ｃ 18:00 小淵沢総合支所 19：30～

2月9日 土 羽村自然村 12:30 清泉寮 14：00～

2月10日 日 下井出分館 12:30 大泉総合会館 14：00～

2月12日 火 平沢公民館 19：30～

2月13日 水 森ピカ 18:00 須玉農業体験農園施設 19：30～

2月16日 土 居酒屋レストラン　会 12:30 須玉ふれあい館 14：００～

 

居酒屋レストラン「会」 

http://maps.google.co.jp/local_url?dq=%E7%BE%BD%E6%9D%91%E5%B8%82%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BC%91%E6%9A%87%E6%9D%91&q=http://hamura-kyukason.jp/&ved=0CA4Q5AQ&sa=X&ei=HQbxUOD8NsyPkgWvlYDgCg&s=ANYYN7lYk2sAEwfclufIqnzVbNs3nY_qGg
http://www.moripika.com/index.html
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◆皆さんの意見を受け付けます、抗議の意見を国交省へ届けよう。 

  受付期間 ＜1月 30日から 2月１６日 24時まで＞ 

 郵送  〒400‐8578 山梨県甲府市緑が丘 1-10-1 

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 計画課 宛て 2/16の消印 

 ＦＡＸ  055-254-9235 国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所 計画課 宛て 

 インターネット 国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所 

       http://www.chubuoudan.com/iken_form/index.html 

 

 

 

 

 

  

 

◆ハガキ作戦 今すぐ、抗議はがきをワーキンググループと国交省へ送ろう。 

 ワーキンググループ 

 石田東生 〒305-8573 茨城県つくば市天王台 1-1-1 筑波大学大学院システム情報工学研究科教授 

久保田 尚 〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 255 埼玉大学大学院 理工学研究科 教授 

小濱  哲  〒230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾 4-11-1 横浜商科大学 貿易観光学科 教授 

二村真理子 〒167-8585 東京都杉並区善福寺 2-6-1 東京女子大学現代教養学部国際社会学科准教授 

国交省甲府河川事務所所長 吉岡大蔵 〒400‐8578 山梨県甲府市緑が丘 1-10-1 

国交省関東地方整備局 

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 さいたま 新都心合同庁舎 2 号館 

池田 豊人 国土交通省関東地方整備局 道路部 部長  

国土交通省（本省） 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 中央合同庁舎 3 号館 

https://www.mlit.go.jp/road/soudan/form/iken.html 

岩田 美幸 国土交通省大臣官房技術調査課 技術企画官 技術企画官 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3  中央合同庁舎 3 号館  

http://www.mlit.go.jp/hotline/hotline.html 

坂 克人    国土交通省大臣官房公共事業調査室 室長 

ハガキ作戦用宛名入りセットを販売しています。（文例集付き） 

 ステッカーとハガキのセット販売  500円   

27日の学習会および説明会当日の小集会で販売します。ハガキ 5枚(宛先 5か所)ス

テッカー1枚のセットです。何組でもお買い求めください。(カンパも含んでいます)  

抗議の文例見本付き。 

 

https://www.mlit.go.jp/road/soudan/form/iken.html
http://www.mlit.go.jp/hotline/hotline.html
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◆カンパのお願い 
 運動を進めるには資金が必要です。下記口座への

お振込みよろしくお願い致します。会場費・チラシ印

刷費・新聞折り込み料・ニュース発送費などに使

わせて頂きます。 

ゆうちょ銀行 記号 10890 番号 13940001 

「中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会」 

※ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は ATMを使えば

手数料無料で送金できます。 

※他金融機関から （手数料有料） 

店名０八八 店番 088普通口座 13940001 

 

 

署名活動 

日程や場所などの詳細につ
いてはホームページをご覧
下さい。 
東京近郊でも行う予定です。 

知恵のある方は知恵を、 

   行動できる方は行動を、 

資金のある方は資金を、提供して下さい。 

一緒に運営して下さる方も募集しています。 
柴田 武まで連絡を shibata＠a2.mbn.or.jp 携帯 ０９０－５８０７－１４１８ 

定例会議：毎週月曜日昼夜交代で開催、1月 28日ＰＭ19時より下井出分館にて 

 


