【参考資料】
■３つの将来ビジョンについて
～ 中部の将来を見据えた様々な地域づくり計画 ～
中部地方の将来を見据え、持続的に発展する中部地方を目指して、住民の方々や地元経済
界、有識者の方々などからご意見を伺いながら、関係行政機関が連携した地域づくり計画を
検討し策定していきます。
●中部圏広域地方計画
国土形成計画法に基づき、平成２０年７月４日に閣議決定された国土形成計画（全国計画）を
踏まえ、土地、水、自然、社会資本、産業、文化、人材等を含めた、概ね１０年間にわたる長期的
な中部圏の国土づくりの指針を示すものです。本計画は、今年夏頃の国土交通大臣決定を予定
しています。
●中部地方ブロックに社会資本の重点整備方針
社会資本整備重点計画法に基づき、平成２１年３月３１日に閣議決定された社会資本整備重点
計画により位置づけられた地方計画で、社会資本分野において、中部圏広域地方計画に示され
た地域戦略を実現するための具体的な方針を定める計画です。平成２４年度までの社会資本整
備の取り組みをまとめ、今年夏頃の決定を予定しています。
●新まんなかビジョン
現在のまんなかビジョンは、中部地方の総合的かつ効率的な広域行政を目指し、社会資本整
備における国民本位、地域本位の地域づくりを実現するために、地域住民、地元経済界、関係機
関との対話と協働により、概ね１０～２０年後を見据えた中部地方の目指すべき方向と、当面の取
り組みとして重点的に実施する施策・事業をまとめた中部地方独自のビジョンを、平成１６年に策
定しています。
２００５年の愛・地球博開催や中部国際空港開港を契機に、大交流時代を迎えた、新たな中部
地方にふさわしいビジョンとなるよう、平成 24 年度までの重点的な取り組みを含めた「新まんなか
ビジョン」を今年夏頃に策定できるよう検討しています。
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（別紙１）

中部圏広域地方計画 計画原案に係る意見募集要領
現在、国土交通省では、昨年７月に閣議決定されました国土形成計画（全国計画）を踏まえ、各
広域ブロックにおける国土づくりの将来像や地域戦略等を示す広域地方計画の検討を進めている
ところです。中部圏広域地方計画の策定にあたっては、県、政令市、代表市町村、経済団体、国の
地方支分部局からなる中部圏広域地方計画協議会における検討が積み重ねられてきたところであ
り、これを踏まえ、この度、中部圏広域地方計画の計画原案を作成いたしましたので、国土形成計
画法第９条第３項の規定により、広く国民の皆様からのご意見を募集します。
■意見募集の期間

平成２１年６月１１日（木）～ 平成２１年７月１０日（金）

■意見募集の対象

中部圏広域地方計画 計画原案

■資料の入手方法 （１）中部圏広域地方計画推進室ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/kokudokeisei/index.htm
（２）郵送（国内のみ）
「中部圏広域地方計画 計画原案 郵送希望」と明記し、返信用封
筒（Ａ４版封筒に、氏名、住所を記載の上、390 円分の切手を貼付
したもの。
）を同封の上、下記の担当宛にお送り下さい。
〒460-8514 名古屋市中区三の丸 2 丁目 5 番地 1 号
国土交通省 中部地方整備局内
中部圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛
■意見の提出方法

次ページの意見提出様式にしたがって、次のいずれかの方法によりご
意見をご提出ください。
（１）電子メール
・メールアドレス cb-keisei@cbr.mlit.go.jp
・中部圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛
・題名を「中部圏広域地方計画 計画原案に対する意見」として、
テキスト形式でご提出ください。
（２）ＦＡＸ
・FAX 番号 052-953-8294
・中部圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛
（３）郵送
・〒460-8514 名古屋市中区三の丸 2 丁目 5 番地 1 号
国土交通省 中部地方整備局内
中部圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛

■そ

の

他

■問い合わせ先

・いただいたご意見の内容については、個人が特定されない形で公表
させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
・電話によるご意見の受付は対応しかねます。
・ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
中部圏広域地方計画推進室
森山・三治
TEL：052-953-8129 （内線 3212, 3231） ※平日 9:15～18:00

（意見提出様式）
中部圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛

中部圏広域地方計画(計画原案)に対する意見
氏名

電話番号

電子メールアドレス

住所

ご意見（理由）

※ 氏名、電話番号、電子メールアドレス及び住所につきましては、ご意見の内容に不明な点が
あった場合等の連絡・確認といった本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

（別紙２）

中部ブロックの社会資本の重点整備方針（素案）に係る意見募集要領
社会資本整備重点計画法により平成 21 年 3 月 31 日に閣議決定された、平成 20 年度～24 年度
を計画期間とする新しい社会資本整備重点計画に基づく地方計画として、別途検討が進められて
いる中部圏広域地方計画 計画原案で示された地域戦略を実現するための社会資本分野におけ
る具体的な方針として、「中部ブロックの社会資本の重点整備方針（素案）」を作成しました。そこで、
この素案に関するご意見を広く国民の皆様からお聞きするため、以下の要領でご意見を募集いたし
ます。
なお、この素案を包含し、社会資本分野において概ね 10 年から 20 年後を見据えた中部地方独自
の地域づくりの方向を示した「新まんなかビジョン」を別途作成し、同時にご意見を募集しています。
■意見募集の期間
平成２１年６月１１日（木）～ 平成２１年７月１０日（金）
■意見募集の対象

中部ブロックの社会資本の重点整備方針（素案）

■資料の入手方法 （１）国土交通省 中部地方整備局ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/mannaka/top_link/shakai-shihon.html

（２）郵送（国内のみ）
「中部ブロックの社会資本の重点整備方針（素案） 郵送希望」と明記し、
返信用封筒（Ａ４版封筒に、氏名、住所を記載の上、140 円分の切手を
貼付したもの。）を同封の上、下記の担当宛にお送り下さい。
〒460-8514 名古屋市中区三の丸 2 丁目 5 番地 1 号
国土交通省 中部地方整備局企画部企画課
中部ブロックの社会資本の重点整備方針ご意見募集担当 宛
■意見の提出方法

次ページの意見提出様式にしたがって、次のいずれかの方法によりご
意見をご提出ください。
（１）電子メール
・メールアドレス mannaka@cbr.mlit.go.jp
・中部ブロックの社会資本の重点整備方針ご意見募集担当 あて
・題名を「中部ブロックの社会資本の重点整備方針（素案）に係る意
見」として、テキスト形式でご提出ください。
（２）ＦＡＸ
・FAX 番号 ０５２－９５３－８２９４
・中部ブロックの社会資本の重点整備方針ご意見募集担当 あて
（３）郵送
・〒460-8514 名古屋市中区三の丸 2 丁目 5 番地 1 号
・国土交通省 中部地方整備局企画部企画課
中部ブロックの社会資本の重点整備方針ご意見募集担当

■そ

の

他

■問い合わせ先

宛

・いただいたご意見の内容については、個人が特定されない形で公表
させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
・電話によるご意見の受付は対応しかねます。
・ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
国土交通省中部地方整備局企画部企画課 赤石、大島
TEL：052-953-8127 （内線 3157, 3181） ※平日 9:15～18:00

国土交通省 中部地方整備局企画部企画課
中部ブロックの社会資本の重点整備方針ご意見募集担当 あて

中部ブロックの社会資本の重点整備方針（素案）に係るご意見
（フリガナ）

氏名

住所

所属

電話番号

メールアドレス

ご意見

（本文の該当箇所）

（ご意見）

（理由）

※氏名、電話番号及び電子メールアドレス等につきましては、ご意見の内容に不明な点があ
った場合等の連絡・確認といった本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

（別紙３）

新まんなかビジョン（素案）に係る意見募集要領
2005 年の愛・地球博開催や中部国際空港開港など新たな大交流時代を迎えた中部地方に相応
しい地域づくりの方向を示した「新まんなかビジョン」について、広く国民の皆様から、この素案に関
するご意見を以下の要領で募集いたします。
「新まんなかビジョン」は持続的に発展する中部地方をサポートする河川、道路、港湾・空港など
の社会資本について、概ね 10 年から 20 年後を見据えた地域づくりの目標を掲げるものとして、地
元経済界、有識者、地域の皆様やＮＰＯの方々などのご意見をお聴きしながら、「新まんなかビジョ
ン（素案）」を作成しました。
■意見募集の期間

平成２１年６月１１日（木）～ 平成２１年７月１０日（金）

■意見募集の対象

新まんなかビジョン（素案）

■資料の入手方法 （１）国土交通省 中部地方整備局 まんなかビジョンホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/mannaka/index.html
（２）郵送（国内のみ）
「新まんなかビジョン（素案） 郵送希望」と明記し、返信用封筒（Ａ４版
封筒に、氏名、住所を記載の上、580 円分の切手を貼付したもの。）を
同封の上、下記の担当宛にお送り下さい。
〒460-8514 名古屋市中区三の丸 2 丁目 5 番地 1 号
国土交通省 中部地方整備局企画部企画課
新まんなかビジョンご意見募集担当 宛
■意見の提出方法

次ページの意見提出様式にしたがって、次のいずれかの方法によりご
意見をご提出ください。
（１）電子メール
・メールアドレス mannaka@cbr.mlit.go.jp
・新まんなかビジョンご意見募集担当 あて
・題名を「新まんなかビジョン（素案）に係る意見」として、テキスト
形式でご提出ください。
（２）ＦＡＸ
・FAX 番号 ０５２－９５３－８２９４
・新まんなかビジョンご意見募集担当 あて
（３）郵送
・〒460-8514 名古屋市中区三の丸 2 丁目 5 番地 1 号
・国土交通省 中部地方整備局企画部企画課
新まんなかビジョンご意見募集担当 宛

■そ

の

他

■問い合わせ先

・いただいたご意見の内容については、個人が特定されない形で公表
させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
・電話によるご意見の受付は対応しかねます。
・ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
国土交通省中部地方整備局企画部企画課 赤石、大島
TEL：052-953-8127 （内線 3157, 3181） ※平日 9:15～18:00

国土交通省 中部地方整備局企画部企画課
新まんなかビジョンご意見募集担当 あて
新まんなかビジョン（素案）に係るご意見
（フリガナ）

氏名

住所

所属

電話番号

メールアドレス

ご意見

（本文の該当箇所）

（ご意見）

（理由）

※氏名、電話番号及び電子メールアドレス等つきましては、ご意見の内容に不明な点があっ
た場合等の連絡・確認といった本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

