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リニア中央新幹線（静岡工区）の現況について
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品川駅

リニア中央新幹線の概要

品川・名古屋間※１ 東京・大阪間※２

路線延長（km） 286 438

所要時分（分） 40 67

建設費（億円） 55,235.5 90,300

JR東海の想定開業年次
令和９年
(2027年)

令和27年(2045年)より
最大8年間前倒し※３

※1 中央新幹線品川・名古屋間工事実施計画（その１）（H26.10.17認可）による
※2 中央新幹線（東京都・大阪市間）調査報告書（H21.12.24）による
※3 財政投融資の活用による

(注) 建設に要する費用の概算額には、利子を含まない。

＜中央新幹線の整備計画＞

建 設 線 中央新幹線

区 間 東京都・大阪市

走 行 方 式 超電導磁気浮上方式

最 高 設 計 速 度 ５０５キロメートル／時

建設に要する費用の概算額
( 車 両 費 を 含 む 。 )

９０，３００億円

そ の 他 必 要 な 事 項 主要な経過地
甲府市附近、赤石山脈（南アルプス）中南部、名古屋
市附近、奈良市附近
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リニア中央新幹線 工事の進捗状況について

中津川市

飯田市

甲府市

相模原市

最大土被り（山の表面からトンネルまでの深さ）は
約１４００ｍであり、トンネル工事の中で日本最大．

： 品川 ・ 名古屋間 約２８５．６ｋｍ（うち、全線の８６％がトンネル区間）

： 総事業費 約５兆５，２３５億円

： ５０５ｋｍ／ｈ

： 最速 ４０分程度

： 平成２６年１０月 全幹法に基づく工事実施計画（その１）認可（用地や土木構造物等に係るもの）

平成３０年 ３月 全幹法に基づく工事実施計画（その２）認可（電力設備、運行管理システム等に係るもの）

平成３０年１０月 大深度法に基づく大深度地下の使用認可

： 平成２６年１２月

： 令和 ９年（２０２７年）

工 事 区 間

工 事 費

最高設計速度

所 要 時 間

認 可 時 期

着 工 時 期

完成予定時期

○

○

○

○

○

○

○

工事の概要 2020.6.29時点

【 凡 例 】

：トンネル区間

：高架橋、橋梁、路盤 区間 （本線） （非常口）

契約締結または契約手続中山梨リニア実験線

静岡県
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環 境 影 響 評 価

・走行方式 ：超電導磁気浮上方式
・最高設計速度 ：５０５ｋｍ／ｈ
・建設費用の概算 ：９０，３００億円
・その他必要な事項：主要な経由地
（甲府市附近、赤石山脈（南アルプス）中南部、名古屋市附近、奈良市附近）

昭和48年

平成22年2月24日

平成23年5月12日 「営業主体、建設主体をＪＲ東海、走行方式を超電導リニア方式、ルートを南アルプスルートとすることが適当」

平成23年5月20日

平成23年5月26日

平成23年5月27日

リニア中央新幹線 着工の経緯

・供給輸送力等
・建設の費用

・施設・車両の技術の開発
・その他必要な事項計20回審議

基本計画の決定（運輸大臣）

建設の指示（国交大臣→ＪＲ東海）

交通政策審議会からの答申

営業主体、建設主体の指名（国交大臣）

交通政策審議会への諮問（国交大臣）

整備計画の決定（国交大臣）

調査の指示（運輸大臣→国鉄、鉄建公団）

全国新幹線鉄道整備法

平成26年12月17日

平成28年臨時国会 鉄運機構法改正（財政投融資の活用）

昭和49年

環境影響評価法平成23年6月～平成26年8月

○平成２６年７月 国土交通大臣意見
（環境影響評価書に対する意見）

・工事実施前から、河川流量の把握を継続的に行うとともに、工事実施中から工事実施後の適切な時期
までモニタリングを実施すること。
・水利用に影響が生じた場合は、専門家等の助言を踏まえ、適切な環境保全措置を講じること。

○平成２６年３月 静岡県知事意見
（環境影響評価準備書に対する意見）

・工事中のみならず、供用後についても大井川の流量を減少させないための環境保全措置を講ずること。
・工事中はもとより、供用後も見通した環境保全措置を講じ、南アルプスの自然環境への理解及び
保全への最大限の配慮を求める。

着工（ＪＲ東海）

平成26年10月17日 工事実施計画の認可（国交大臣→ＪＲ東海）

平成30年10月17日 大深度地下の使用を認可（国交大臣→ＪＲ東海） 大深度法

・昭和49年～平成20年 地形・地質等調査の実施

・平成20年12月～平成21年12月 ４項目調査の実施

○平成２８年７月１１日（月）安倍総理大臣会見（抄）

現下のゼロ金利環境を最大限に生かし、財政投融資を積極的
に活用します。リニア中央新幹線の全線開業を最大８年間前
倒しし、（中略）東京、そして大阪、日本の２大都市を大きなハ
ブとしながら、全国に広がる地方創世回廊を作り上げ、成長の
果実が、全国津々浦々にまで行き渡るようにして参ります。
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南アルプストンネル建設に伴う大井川水資源問題の経緯①

リニア中央新幹線品川－名古屋間は、２０２７年開業に向けて工事が進められている。このうち、
静岡県内のトンネル区間（約１１ｋｍ）のみ、以下の経緯から、着工ができていない。

Ｈ２５． ９

Ｈ２９． １

Ｈ２９． ４

Ｈ２９．１０

Ｈ３０． ９

Ｈ３０．１０

Ｈ３０．１１

Ｒ １． ５

Ｒ １． ６

ＪＲ東海は、環境影響評価準備書において、トンネル掘削により大井川の流量が最大
毎秒約２トン減少する予測結果（※）を表明。 ※覆工コンクリート等のない条件

ＪＲ東海は静岡県に、大井川が減水した分を戻す対策を報告。

静岡県知事がＪＲ東海にトンネル湧水全量を大井川に戻すよう要求。

静岡県知事が会見で、「水資源の保全に関する協定の調整が行われているが、ＪＲ東
海は県民に対して誠意を示す姿勢がなく憤っている。現時点ではＪＲ東海への協力は
難しい。厳重に抗議し、その姿勢に対して猛省を促したい」旨、発言。

ＪＲ東海が、宿舎等準備工事に着手。

ＪＲ東海が、全量戻すことを表明。

これを受けて、静岡県が水の戻し方やリスク管理方法等を議論するための専門部会を
設置。以後、専門部会において議論。

大井川利水関係協議会において、静岡県が追加準備工事の取扱いを説明。

静岡県知事が現場視察し、追加準備工事を認めない旨表明。
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南アルプストンネル建設に伴う大井川水資源問題の経緯②

5

Ｒ １． ８

Ｒ １．１０

Ｒ １．１１

Ｒ ２． １

Ｒ ２． ２

Ｒ ２． ４

Ｒ ２． ６．２６

Ｒ ２． ６．２９
～ ７． ７

Ｒ ２． ７． ９

Ｒ ２． ７．１０

静岡県知事・石井前国交大臣面会。
・知事「県とＪＲとのやりとりの場に然るべき方が来て頂けるとありがたい」

三者（静岡県、ＪＲ東海、国交省）で「当面の進め方」を合意。
・以降、鉄道局が専門部会等に出席

国交事務次官が静岡県知事を訪問し会談。
・次官「国が県とＪＲ東海の間の議論の整理をもう少し踏み込んで行いたい」

静岡県知事が三者による協議の枠組みを会見で否定。

国交省が静岡県に有識者会議の設置等を提案。

鉄道局長と静岡県知事で有識者会議の人選案等を協議（２回）。

第１回有識者会議開催。（第２回を５月、第３回を６月に開催）

ＪＲ東海社長・静岡県知事会談。
・ＪＲ東海社長 ： ６月中にヤード整備に着手すれば2027にぎりぎり開業できる

タイミングなので、ヤード整備を認めて頂きたい 旨
・静岡県知事 ： （条例に基づく協定）手続きが通ればよい 旨
→会談後の囲み取材「ヤード整備は本体工事と一体であり認められない」

ＪＲ東海が静岡県に対し、認められない理由等を文書で確認。
（２回にわたり文書をやりとり）

国交省が静岡県及びＪＲ東海に対し、水資源・自然環境への影響の回避・軽減とリニア中央新幹
線の早期実現を両立させるための提案を公表。

国交事務次官が、JR東海社長・静岡県知事それぞれと会談。



令和２年６月２６日（金） 静岡県知事・ＪＲ東海社長面会 ①

① 面会

（静岡県知事） ヤードの問題だが、昭和 ４８年県の自然環境の条例で５ヘクタール以上になると協定を結ばなけ
ればならない、とされている。

（ＪＲ東海社長） それはもちろん承知しており、県担当者と下準備をしていたと聞いており、それはすぐ一生懸命
準備をさせていただく。でも、一番のキーポイントは、知事のご了解。そこのところの理解がいただければ、い
ろんなことが前に進んでいく。

（静岡県知事） 最大の理解を求めるのは国民である。

～中略～

（ＪＲ東海社長） 今日、ヤードの話がご了解いただけなかったのが残念。

（静岡県知事） ともかくこれは条例にかけるだけの話ですから。

（ＪＲ東海社長） 条例が通ればいいんでしょうか。

（静岡県知事） もちろんです。

～中略～

（静岡県知事） トンネル本体工事と別個のものであれば、それを１つ１つ納得尽くめでやっていけば、何も頭から
ダメと言う話ではない。

（ＪＲ東海社長） そういう手続きの問題であるならば、実務担当からお問い合わせして、早く進めていただけるもの
であれば有難いし、やはりそこはもっと実質的な審議に時間がかかるということであれば、難しい問題になっ
てしまう。今の知事の話は、そう難しい話ではないと。

（静岡県知事） 条例は守るべきもの。それが、ヤードに関わることでクリアされれば。

（ＪＲ東海社長） 分かりました。申し上げたとおり、ヤード整備はトンネルを掘ったりはしない。準備をするだけなの
で、ぜひ、そこのところをご理解いただいて進めばよいなと思っているので、よろしくお願いいたします。

【ご発言内容は静岡県公表動画より作成】
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令和２年６月２６日（金） 静岡県知事・ＪＲ東海社長面会 ②

② 面会後の囲み取材

（記者） ヤード工事は認めるのか。

（静岡県知事） 整備工事はすでに認めている。トンネルなど本体工事と違うなら良いと伝えた。トンネルを掘るこ
とにつながると思うが、作業員の環境整備も必要なので中を見てから（判断する）。

（記者） 譲歩するのか。

（ＪＲ東海社長） 間接的にトンネルに連動するが、全てひっくるめてはいけない。トンネルの工事は有識者会議の
結論をまたないといけない。

以下、２度目の報道対応

（記者） ヤード整備の６月着工を認めるのか。

（静岡県知事） 本体工事と一体であり、認められない。トンネル工事は５ヘクタール以上なので、（静岡県自然環
境保全条例の規定に基づく）協定が必要。一切認められない。

【ご発言内容は報道より作成】
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南アルプストンネル静岡工区のイメージ
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【令和２年６月２６日ＪＲ東海公表資料より】



ＪＲ東海が静岡県に申し入れたヤード整備の概要①

【令和２年６月２６日ＪＲ東海公表資料】
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ＪＲ東海が静岡県に申し入れたヤード整備の概要②

【令和２年６月２６日ＪＲ東海公表資料】

10



ＪＲ東海が静岡県に申し入れたヤード整備の概要③

【令和２年６月２６日ＪＲ東海公表資料】
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着工にあたり静岡県の関与が必要となる事項

【令和２年６月２６日静岡県公表資料】
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（１） ヤード整備 ： 県条例に基づく自然環境保全協定の締結（県、ＪＲ） 等

（２） トンネル掘削 ： 上記に加え、河川法の許可（静岡県知事権限）



国土交通省からの提案 （7/９） ①
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国土交通省からの提案 （7/９） ②
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国土交通省提案のＪＲ東海社長及び静岡県知事への説明（７／10）

15

７月９日（木）の国土交通省提案について、

藤田事務次官より、ＪＲ東海金子社長と静岡県川勝知事に直接説明。

○ ＪＲ東海 金子社長との面会 （７／１０（金）１０：００～１０：３０）

ＪＲ東海社長のコメント （同日１６：００に発表）

早期開業のために、ヤード整備を進めることは極めて重要と考えております。ご提案の１．については
既にお約束しており、また３．の状況は回避したいところですが、仮に変更が必要となった場合には、当
該変更を実施するというご提案を受諾いたします。

○ 静岡県 川勝知事との面会 （７／１０（金）１７：００～１８：００）

静岡県知事の主なご意見 （当日リアルタイムで配信）

・ 坑口整備とトンネル本体工事が一体であるという認識は、２年前に流域市町と議論したものであり、これ
が共通理解。

・ そもそも工事を進めようにも、豪雨の影響で現場の安全性が確保できておらず、机上の空論。

国土交通事務次官より、静岡県知事に以下の２点を要望

・ 流域市町との対話 ： 国交省の提案の趣旨を説明させていただき、また、流域市町のご懸念を直接伺う
というプロセスをお願いしたい。

・ 条例の解釈の問題 ： 最近の状況の変更も踏まえて、県庁の中で実務的に条例の運用・解釈について
検討いただきたい。
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リニア中央新幹線 静岡県内 位置図

静岡駅

長島ダム
管理区間
約16km

河口～約24km

計画路線

大臣管理区間
静岡県知事管理区間（河川法第９条）

静岡県内
約１１ｋｍ

大井川（一級河川）

焼津市

吉田町

藤枝市

島田市

川根本町

県境

市境

富士市

富士宮市

静岡空港

道路整備の概要

線名 整備内容
概算費用

（ＪＲ東海試算）
現状

県道三ツ峰
落合線

県道南アル
プス公園線

トンネル約４．０ｋｍ
（整備前の距離：約１０ｋｍ）
トンネル前後の道路拡幅

約１４０億円
（トンネル）

・現在、ＪＲ東海が発注手続き中。
・工事着手は今年度中の見込み。
・事業完了はＲ７年度目途。

・トンネルはＪＲ東海負担、前後の
道路拡幅は静岡市負担。

道路整備の概要

線名 整備内容
概算費用
（ＪＲ東海
試算）

現状

林道
東俣線

舗装約２７ｋｍ（全線）
斜面対策（約２３０箇所）
橋りょうの補強（１４橋）
待避所の設置
（約１４０箇所） 等

約８０億円

・Ｒ１．７．１、ＪＲ東海
と静岡市の間で工事
に関する協定を締結。

・工期約４年（Ｒ４年度
末まで）
・全額ＪＲ東海負担。

ＪＲ東海の減水対策

導水路
トンネル

大井川

椹島ロッジ

さわらじま

南アルプストンネルの状況
大井川

土被り約350m

田代ダム

令和２年７月

岐阜県

早川橋梁 （400m）
天竜川橋梁 （522m）

釜無川橋梁 （751m）

笛吹川・濁川橋梁 （418m）
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大井川流域８市２町

静岡県 リニア中央新幹線建
設に係る大井川水問題の現
状・静岡県の対応（第３版
2020年1月24日）P.6抜粋
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南アルプストンネル建設に伴う大井川水資源問題のポイント

１．静岡県が問題にしている事項
静岡県は「リニアそのものには反対していない」としつつ、主に以下の点について問題視している。
（１） トンネルの敷設により、大井川の中下流域（８市２町）の地下水の利用に影響を与えるのではないか。

（２） ＪＲ東海は「トンネル掘削中の一定期間、トンネル内湧水が静岡県内から山梨側に流出するのはやむを得な
い」としているが、それは「湧水を全量大井川に戻す」という約束に反する。

（３） 生態系、自然環境への影響

２．県の関与が必要となる事項
（１） ヤード整備 ①県条例に基づく自然環境保全協定の締結（静岡県、ＪＲ東海）

②土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届出に係る地権者の同意（※）
※地権者は静岡県の承認を求めている

（２） トンネル掘削 ③上記に加え、河川法の許可（静岡県知事権限）

３．有識者会議の立ち上げ等
（１） 工事に向けた全国新幹線鉄道整備法、環境影響評価法上の手続きは実施済み。
（２） 県が設置した「専門部会」におけるＪＲ東海と静岡県の議論は膠着状態。

本年４月には県も同意の下、国土交通省が「リニア中央新幹線静岡工区有識者会議」を立ち上げ、上記１の
論点（特に水問題）を科学的・工学的に検証中。

４．ＪＲ東海の考える工程
今後の工事工程（ヤード整備に約３ヶ月、トンネル掘削に約５年５ヶ月、ガイドウエイ整備と試験に約２年）を勘案
すれば、計画の2027年開業のためには６月中のヤード整備再開が必要。 21

・ ＪＲ東海は、県境付近におけるトンネル掘削時（約１０ヶ月間）、平均毎秒０．０８ｍ３のトンネル内湧水が山梨側に流出す
るとする予測結果（止水対策等を行わない条件）を示している。

・ ＪＲ東海は、環境影響評価準備書（Ｈ２５年９月）において、トンネル掘削により大井川の流量が最大毎秒約２トン減少す
る予測結果（止水対策等を行わない条件）を表明。
・ その後、Ｈ３０年１０月に「原則として静岡県内に湧出するトンネル湧水の全量を大井川に流す措置を実施する」ことを表
明している。



リニア中央新幹線静岡工区有識者会議の概要

○ リニア中央新幹線静岡工区については、リニアの早
期実現と環境への影響の回避・軽減を両立させること
を静岡県、ＪＲ東海、国土交通省の共通の認識とし、静
岡県とＪＲ東海の議論がかみ合わない中、国土交通省
が調整役として関与してきたところ。

○ そのような中、国土交通省より専門家の先生方から
なる会議の設置を静岡県に提案。（その後、開催まで
議論を重ねる）

○ 本会議の趣旨は、これまで静岡県とＪＲ東海の間で
行われてきた議論等の検証であり、以下の特に大きな
２つの論点について議論すること。

①トンネル湧水の全量の大井川表流水への戻し方

②トンネルによる大井川中下流域の地下水への影響

○ 政治的な議論の場ではなく、科学的・工学的な議論
の場であることが前提。

【趣 旨】

【開催実績】

第１回 ４月２７日（月）

第２回 ５月１５日（金）

第３回 ６月 ２日（火）

【構成員名簿】 ※順不同、敬称略

【座長】 福岡 捷二 中央大学研究開発機構 機構教授
－（専門分野）河川工学、水災害工学

【委員】 沖 大幹 東京大学 総長特別参与・教授
－（専門分野）水文学、水資源工学

※ 水循環施策の推進に関する有識者会議座長、水循環基

本法フォローアップ委員会座長

德永 朋祥 東京大学 教授
－（専門分野）地下水学、地圏環境学

※ 水循環基本法フォローアップ委員会委員、日本地下水学

会会長

西村 和夫 東京都立大学 理事・学長特任補佐
－（専門分野）トンネル工学、地盤工学

大東 憲二 大同大学 教授
－（専門分野）環境地盤工学

森下 祐一 静岡大学 客員教授
（静岡県専門部会より）
－（専門分野）地球環境科学

丸井 敦尚 国立研究開発法人産業技術総合研究所

地質調査総合センタープロジェクトリーダー

（静岡県専門部会より）
－（専門分野）地下水学

【オブザーバー】 静岡県、大井川流域市町、
関係省庁（文部科学省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、環境省） ※建制順

【説明責任者】 ＪＲ東海

【事務局】 国土交通省鉄道局

ふくおか しょうじ

おき たいかん

とくなが ともちか

にしむら かずお

だいとう けんじ

もりした ゆういち

まるい あつなお
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リニア中央新幹線静岡工区有識者会議の委員発言概要

第３回会議（令和２年６月２日）議事録より抜粋

○ 上流の方の地下水は河川に流れていっているところが結構あるのではないかということを感覚
として持っている。そうすると、トンネル湧水をきっちりと河川に戻すということが適切にできれば、
それよりも十分下流に関しては、質は別にして量の面で減るという議論にはならないと思う。

○ 大井川の流域面積からすると、平均流量７４ｍ３／秒だとすると、（山梨県側に流出すると予測さ
れている）０．０８ｍ３／秒は１／１０００くらいであり、渇水流量に対しても１／５０くらいなので、河川
流量の精度としてはそこまで影響するものではないと思う。実際に受忍できるかどうかは受け手の
話であり、客観的・科学的に受忍限度を超えたリスクであるだとか、受忍限度以内のリスクである
かまでは言えないと思うが、平均流量も年によっても３倍くらい変動がある中で、０．０８ｍ３／秒を
観測されたときに気持ちとして許せないと思うのか、それくらい小さい値であれば問題無いとする
かは、この会議で結論が出る話ではないと思うが、何と比較してこれが大きいか小さいかというこ
とを示すことが大事ではないかと今の時点では思う。

○ （ＪＲ東海に対して、）良い資料にはなってきているが、まだ専門的で、県民の理解を
得るには足りない部分があるのではないかという指摘に対して、さらに努力をして改善し
て頂きたい。


