
平成２５年１月１８日

本紙投げ込みを以て解禁

お 問 い 合 わ せ 先

日本海沿岸東北道

村上都市計画道路 朝日山北幹線道路

「環境影響評価書」を公表します。

●村上都市計画道路 朝日山北幹線道路※については、都市計画の手
続きにあわせて、道路整備により環境に与える影響を予測・評価し、有
識者から技術的助言をいただきながら、適切な保全措置を検討する
環境影響評価を行ってきました。

●この度、環境影響評価書をとりまとめましたので、下記のとおり公表い
たします。

※村上都市計画道路朝日山北幹線道路 は、国土交通省が実施してきた計画段階評価の対象路線

である日本海沿岸東北自動車道（朝日～温海）のうち、新潟県側の都市計画道路名です。

【公表場所】

新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課

村上市 都市整備課

村上市 朝日支所 産業建設課

村上市 山北支所 産業建設課

【公表期間】

平成２５年１月１８日（金） ～ ２月１８日（月）

午前８時３０分～午後５時１５分 ※土日祝日を除く

国土交通省 新潟国道事務所 計画課

記者発表資料

新潟県 土木部 道路建設課

■国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所
計画課長 川村 顕大
電話（代表）０２５－２４４－２１５９（内線２６１）
ＦＡＸ ０２５－２４６－７７６３

■新潟県 土木部 道路建設課 高規格道路推進室
室 長 坂西 和也
電話 ０２５－２８０－５８４７

記者発表資料
新潟県政記者クラブ
新潟市政記者クラブ

〒950-0912 新潟市中央区南笹口2-1-65

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/index.html

新潟県 土木部 道路建設課

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
http://www.pref.niigata.lg.jp/

村上市田端町6-25

村上市三之町1-1

村上市岩沢5611

村上市府屋232

公表場所・公表期間



県境～あつみ温泉IC 延長約6.7km

温海都市計画道路 鼠ヶ関温海線

朝日まほろばIC～あつみ温泉IC 延長約４１ｋｍ

朝日まほろばIC～県境 延長約34.4km

村上都市計画道路 朝日山北幹線道路

（新潟県） （山形県）

村上都市計画道路 朝日山北幹線道路

（位置図）

朝
日
～
温
海



都市計画案の公告・縦覧

市町村意見聴取

都市計画手続きフロー

住民説明会

都市計画公聴会

県都市計画審議会

国土交通大臣同意

都市計画決定の公告・縦覧

環境アセス手続きフロー

都市計画の素案作成
（関係機関協議）

有識者からの技術的助言

住民意見の聴取

有識者からの技術的助言

環境影響評価書 公表

平成24年8月10日
第１回 日本海沿岸東北道
環境影響評価検討委員会

※公述の申し出がなかっ
たため中止

平成24年12月20日
第２回 日本海沿岸東北道
環境影響評価検討委員会

平成25年1月18日（金）～2月18日（月）

平成25年1月10日

平成25年1月18日



日本海沿岸東北道 環境影響評価検討委員会
委員名簿

氏名 所属

阿部 靖子 上越教育大学大学院 学校教育研究科 教授

五百川 裕 上越教育大学大学院 学校教育研究科 准教授

石澤 進 積雪地域植物研究所所長 元新潟大学 理学部 教授

臼井 聡 新潟大学 理学部 准教授

遠藤 和男 新潟医療福祉大学 健康科学部 教授

及川 紀久雄 新潟薬科大学 名誉教授

大川 秀雄 新潟大学 工学部 教授

片岡 香子 新潟大学 災害・復興科学研究所 准教授

狩野 直樹 新潟大学 工学部 准教授

久保田 喜裕 新潟大学 理学部 准教授

酒泉 満 新潟大学 理学部 教授

佐藤 良次 越佐昆虫同好会会員

千葉 晃 日本歯科大学 新潟生命歯学部 教授

西村 伸也 新潟大学 工学部 教授

林 八寿子 新潟大学 理学部 准教授

房 文慧 敬和学園大学 人文学部 教授

本間 義治 新潟大学 名誉教授

丸山 暉彦 長岡技術科学大学 名誉教授

丸山 結香 (有)MAX・ZEN Performance Consultants 代表取締役

箕口 秀夫 新潟大学 農学部 教授

渡邉 理絵 新潟県立大学 国際地域学部 准教授

（五十音順、敬称略）
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