
◎第 11 回 豊丘村リニア対策委員会 を 平成２9 年 11 月 21 日（火） 午後 7 時 00 分～ 保健センター2F にて開催しました。 
 

○委員出席者数 30 名   ○長野県 2 名  ○JR 東海 15 名(内 JV 4 名)   ○中部電力 7 名   ○豊丘村 7 名 

 ○傍聴者数   16 名 
 

１．開 会  昼神総務課長 

２．村長あいさつ 

３．委員長あいさつ 

４．事業関係者等あいさつ 

〇長野県 リニア整備推進事務所 栗林調整課長  〇ＪＲ東海 名古屋建設部 古谷長野担当部長  ○中部電力 リニア関連送変電グループ 永井統括部長 

５．協議・報告事項 

（1）現在の進捗状況について 

①JR 東海  道路改良工事の進捗状況について配布資料とパワーポイントを使って説明 
 

林道大島虻川線 道路改良 83 箇所 落石対策工 17 箇所 計画 

道路改良施工完了 20 箇所  落石対策工 5 箇所施工中 

村道小枝線   坂島非常口に近い未施工区間の 190ｍについても舗装工事施工完了 

村道長沢線・中央線   歩道整備に伴う側溝改良を実施 

道路改良スケジュール説明 

村道長沢線改良一部変更説明  歩道部分を東側から西側に変更 側溝改良範囲の変更 
 

○質疑応答 

対策委員会での質問・意見・要望 事業者等の回答（村・県・ＪＲ東海・中部電力） 

 

委員長 一部工事内容の変更がありますが、これについては地元からの要望があっての事と思いま

す。只今のＪＲさんの説明に対しまして、委員の皆さんご意見ご質問がありましたらどうぞ挙

手をしてください。 

 

① → 住民の方から寄せられた質問です。村道小枝線の改良について、幅員が狭く待避場所が少

ないので待避所の新設希望がありました。如何でしょうか? 

 

 

→ 利用が始まり不都合がありましたら是非改修をお願いしたいと思います。 

 

 

 

② → 道路改良ではないが、住民の方からご意見をいただいたのでお尋ねしたい。柏原の変電所

の関係だが、先日 1 年間耕作を延長してほしいと電話連絡があったそうです。今年で耕作でき

ないと言う話しであったのを、突然もう 1 年耕作してくれと言われても困ると言うお話でし

た。その方は、約 6 反歩のリンゴを作っていましたが、今年いっぱいで耕作できないと言う事

だったので、別の場所に農地を確保しリンゴ栽培をする事としたそうです。もう 1 年耕作を、

と言われても地主との貸借契約や、新しく確保した農地と合わせた面積が莫大になりとても対

応できないとの事でした。「JR 東海に話をしておきます。」と返答しておきましたので、是非

対応をお願いします。またどのような対応をしていただけるかお聞かせください。 

 

委員長 JR 東海にもご意見が届いているようです。前向きに対応頂く問題と思いますのでよろしく

お願いします。その他に如何ですか? 

 

 

 

 

 

⇒JR 東海 改良に先立ち地元に工事説明をさせていただきました。計画についてはご理解いただい

ていると思います。幅員が狭い道路で隣接地が茸山である為、拡張が難しい状況です。今 JR 東海

で対応できる範囲で実施させていただいたところです。ご意見を踏まえ、村とも相談し対応可能な

部分については検討させていただきたいと思います。 

 

⇒JR 東海 林道大島虻川線の工事の際の迂回路として利用していただく中で、ご意見をいただき検

討させていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

⇒JR 東海 当社にもご意見をいただいた件だと思います。どう対応していくか検討しています。今

結論が出ておりませんが、直接お話しし対応させていただきたいと思います。 

 

 

 



 

③ → 今進捗している工事状況を丁寧に説明いただきました。村内でいろいろな事が並行して進

んでいると思います。トンネルの状況など並行して行われているのか、今後どのような工事予

定、発注予定であるのか等説明いただきたい。 

 

 

 

④ → 先ほど②の質問で話がありました方と同じ方か解りませんが、同様の質問を依頼されてい

ます。来年は耕作できないと言う話しであったので、別にリンゴ園を借りる事になった。面積

が広くなりすぎるので、もう 1 年耕作できない。予定通り用地買収をお願いしたいというもの

です。先程のお答えですと具体的に決まっていないと言う事ですが、電話でのキャンセルでな

く、訪問するなどの誠意を持った対応をお願いしたいと思います。その方の言葉の中には、約

束通りの用地買収とならないのであれば損害賠償請求も考えておられるようです。訪問し説明

するなど誠意を持った対応をお願いします。 

 

⑤ → 村道長沢線の道路改良変更については、来週地元説明をしていただく事となっています

が、県道長沢田村線の改良については、工事予定が来年 1 月からとなっていますが、これにつ

いてはどのようになっていますか? 

→ 山田から笹久保御手形への道路改良と思うが、資料のスケジュールでは、1 月から実施と

なっていますが工事前に説明をお願いしたい。 

 

 

 

⇒JR 東海 伊那山地トンネルのまだ発注されていない区間については、坂島工区の状況を踏まえな

がら発注時期を検討して参りますが、現段階で何時手続きに入って行くか決まっておりません。状

況をみながら、この委員会でもお話しさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

⇒JR 東海 訪問して説明し、対応して参ります。 

 

 

⇒清水大日本 JV まだ測量等が終了しておらず、詳細図面ができていないため説明が遅れておりま

す。現時点で 4 箇所の改良を予定しています。 

 

⇒JR 東海 工事に先立って説明をさせていただいた後に実施していきますのでお願いいたします。 

 
②中部電力  変電所工事車両通行道路の改良について資料とパワーポイントを使って説明 

 

安全対策案を 10 月 24 日～11 月 2 日にかけて、4 回 4 区の役員の方に説明 

頂戴した意見について検討しており、継続して説明していきます。 

変電所工事に合わせて、安全対策も H30 秋着工を予定している。 

 

○質疑応答 

対策委員会での質問・意見・要望 事業者等の回答（村・県・ＪＲ東海・中部電力） 

委員長 それぞれの地区の方には説明いただいています。ご意見ご質問、ご要望等がありましたら出

していただきたいと思います。 

 

⑥ 各区の皆様に説明いただいていますが、保育園や学校へも説明をお願いしたいと思います。

PTA の危険箇所要望でも多く出されましたが、車両を通りやすくする事も大切ですが、住民

の皆さんの安全な利用が出来るよう考慮いただきたい。また、JR 東海さんと同様に工事車両

の表示をいただくよう配慮をお願いしたい。 

 

⑦ → 工事の事ではないが、住民の方より確認の為質問していただきたいと寄せられましたので

お聞きします。10 年後にリニアが開通するが、大きな電力を必要とします。原子力発電所の

稼働は確実に無いと言えるかどうか確認をと言う事でした。電力が不足する場合においては、

原子力での発電を視野に入れているのでは? という不安からの質問です。いかがでしょうか?

 

 → 含みが多少あるお答えでしたが、住民の中には再稼働を心配されている方もいますので

ご配慮いただいて、不安なものは無い方が良いと思いますので、今後も随時将来の電力を考え

てのご説明をいただきたいと思います。 

 

 

 

⇒中部電力 学校等への説明については、今後教育委員会を通じて日程調整し関係する皆さんへ説明

していきたいと思います。地元と協議し住民の皆さんの安全を考慮した改良を行っていきたいと思

います。現在調査用車両ヘは中部電力関係車両の表示を行って通行しておりますが、今後工事用車

両への表示については、色と番号での明示を検討しています。 

 

 

⇒中部電力 今の計画ですと、原子力発電の再稼働がなければリニア電源の供給ができないと言う事

ではありません。中部電力としては、資源の少ない日本という国において原子力発電は必要な電源

と考えております。リニアに必要と言う事ではなく、長い目で見まして電力供給すべて含め再稼働

を進めていきたいと考えております。今現在浜岡原子力発電所の再稼働について語る時期でなく安

全対策を進めております。 

 



 
 

③長野県  坂島と戸中の坑口の用地取得が終了し、残すは壬生沢坑口と変電所用地となりますが、用地取得に入る準備が整っていませんので用地交渉に入っておりません。 

 

○質疑応答 

対策委員会での質問・意見・要望 事業者等の回答（村・県・ＪＲ東海・中部電力） 

 

⑧ → 柏原変電所の件についてですが、JR 東海から長野県に用地取得が 1 年遅れる旨の説明が

あったでしょうか? 

 

→ JR 東海は長野県に対してその旨の通告を行っていますか? 

 

 

 

⇒長野県 本日は用地の部署の者が参加しておりませんのでお答えできません。 

 

 

⇒JR 東海 用地取得事務については、飯田市は飯田市に、町村については長野県にお手伝いいただ

くように協定を結んでおります。従いまして、JR 東海と長野県、飯田市の用地部隊で常に連携を取

り調整をさせていただいています。地元や地権者には JR 東海からお話ししないといけないと思っ

ておりますが、現在豊丘村と変電所用地の道路や水路の付け替えの協議中で大詰めを迎えておりま

すので、取得用地が確定しておりません。その為事務手続きを長野県に委託するに至っておりませ

ん。そういった状況を事前に地元にお知らせする事が必要と思っておりますので、今後このような

お話が無いようにしていきたいと思います。 

 

 

（２）今後の進め方について 

豊丘村 村として報告させていただきます。 

①大気環境測定を実施します。地権者の方にご協力いただき設置個所が決定しました。御手形神社交差点から 200m 程笹久保方面へ進んだ道路脇に車両設置いたします。珍しい車が約 1 カ

月間駐車されます。照会等ありましたら説明いただけると幸いです。 

②前回お願いしました「中央新幹線伊那山地トンネル新設（坂島工区）工事における環境保全について」に対するご意見ご質問は寄せられませんでしたので報告いたします。 

 

 
（３）その他 

委員長 その他委員の皆さんから何かありますか? 

⑨ → JR 東海、中部電力にお聞きしたいが、携帯電話基地局などの通信関係整備が予定されていますか?  

⇒JR 東海 JR 東海では予定しておりません。 

⇒中部電力 中部電力でも予定しておりません。 

⇒豊丘村 戸中の鳥獣防護柵の所に au 独自のアンテナが建設される申請がありました。今後工事が行われる予定です。 

 

〔次回の開催予定〕 次回の会議を 1 月 25 日（木）19:00～ 開催したいと思いますが日程調整をお願いします。 

 

 
 

６．閉 会 

○終了時間 午後 8 時 15 分 


