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利根川新橋建設促進期成同盟会要望等活動履歴（平成９年２月１８日設立） 

年度 年 月 日 要望場所等 要 望 者 等 参 加 者 等 

平成 

８ 

年度 

 

Ｈ 9. 1.16 設立準備会 妻沼町役場 関係市町村 

Ｈ 9. 2.18 設立総会 妻沼町中央公民館 関係市町村 

Ｈ 9. 3.18 埼玉県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、熊谷市長、行田市長 

Ｈ 9. 3.21 群馬県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、千代田町長 

Ｈ 9. 3.26 栃木県 知事、土木部長、土木部次長、 

土木部技監、道路建設課長、 

道路維持課長、足利土木事務 

所長 

妻沼町長、足利市長 

平成 

９ 

年度 

Ｈ 9.11.27 埼玉県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、熊谷市長 

Ｈ 9.12.18 埼玉県 経済同友会 妻沼町 

Ｈ10. 1. 9 群馬県 知事、副知事、土木部長 千代田町 

Ｈ10. 1.13 栃木県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、足利市長 

平成 

１０ 

年度 

Ｈ10.11.17 埼玉県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、熊谷市長、行田市長 

Ｈ10.11.25 建設省 建設大臣、建設省関係者、 

衆参両議院（顧問・参与） 

妻沼町長、同盟会員 

Ｈ10.12. 1 群馬県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、千代田町長 

Ｈ10.12.21 

 

建設省利根川上

流工事事務所 

所長 

 

妻沼町長、千代田町長 

 

Ｈ11. 2.18 栃木県 知事、副知事、土木部長、土

木部技監 

妻沼町長、足利市長 

平成 

１１ 

年度 

Ｈ11.11.29 埼玉県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、熊谷市長、行田市長 

Ｈ11.12. 3 群馬県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、千代田町長 

Ｈ12. 1.14 栃木県 知事、土木部長、土木部技監 妻沼町長、足利市長 

平成 

１２ 

年度 

Ｈ12.12.11 群馬県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、千代田町長 

Ｈ12.12.26 埼玉県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、熊谷市長、行田市長 

Ｈ13. 1.16 栃木県 知事、土木部長、土木部技監 妻沼町長、足利市長 

Ｈ13. 2. 1 建設省利根川上

流工事事務所 

所長 妻沼町長、千代田町長 

平成 

１３ 

年度 

Ｈ13.11.27 埼玉県 知事、副知事、県土整備部長 妻沼町長、南河原村長、熊谷市収入 

役、大里村助役、川本町助役 

Ｈ13.12. 9 内閣府 

(熊谷市で) 

安部晋三内閣官房副長官 妻沼町長、熊谷市長 

Ｈ14. 1.16 栃木県 知事、土木部長、土木部技監 妻沼町長、足利市長 

Ｈ14. 2.14 群馬県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、千代田町長、大泉町長、 

邑楽町助役、千代田町議長 
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Ｈ14. 3.12 国土交通省大宮

国道工事務所

（妻沼町で） 

所長 妻沼町長 

Ｈ14. 3.18 国土交通省利根

川上流工事事務

所 

所長 妻沼町長、千代田町長 

平成 

１４ 

年度 

Ｈ14.11.21 埼玉県 知事、副知事、県土整備部長 妻沼町長、南河原村長、熊谷市収入

役、江南町助役、川本町助役他 

Ｈ14.11.26 国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長、道

路企画官、道路情報管理官、

地域道路調整官、道路計画第

一課長、第二課長、地域道路

課長 

妻沼町長、千代田町長、川本町助役、

南河原村助役他 

Ｈ15. 1.30 群馬県 知事、副知事、土木部長 妻沼町長、千代田町長、大泉町長、

邑楽町助役、千代田町議長 

Ｈ15. 2. 5 栃木県 知事、土木部長、土木部技監 妻沼町長、足利市長 

Ｈ15. 3.24 首相官邸 上野公成内閣官房副長官 妻沼町長、千代田町長 

平成 

１５ 

年度 

Ｈ15. 8.12 群馬県 知事、副知事、土木部長、 

道路企画管理課長、道路整 

備課長、都市計画課長 

妻沼町長、千代田町長、大泉町長、 

邑楽町長、千代田町議長 

Ｈ15. 8.22 埼玉県 知事職務代理、副知事、県土

整備部長 

妻沼町長、南河原村助役、大里町収

入役、川本町収入役他 

Ｈ15. 9.25 埼玉県 新知事 妻沼町長 

Ｈ15.11. 5 埼玉県 知事 妻沼町長、千代田町長、大泉町長、 

邑楽町助役 

Ｈ16. 1.15 栃木県 知事、土木部長、土木部技監 妻沼町長、足利市長 

平成 

１６ 

年度 

Ｈ16. 7.26 国土交通省大宮

国道事務所 

所長 妻沼町長 

国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長、 

道路企画官他 

妻沼町長、千代田町助役、大泉町助

役 

Ｈ16. 8.20 埼玉県 知事、副知事、県土整備部長 妻沼町長、熊谷市助役、南河原村助

役 

Ｈ16. 8.23 群馬県 知事、副知事、県土整備担 

当理事 

妻沼町長、千代田町長、大泉町長、 

邑楽町長、明和町収入役、千代田 

町議長 

Ｈ16.11.10 産業再生研究所 上野公成所長 千代田町長 

Ｈ17. 1.14 栃木県 知事、土木部長 妻沼町長、足利市長、足利市議長 
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平成 

１７ 

年度 

Ｈ17. 8. 3 埼玉県 知事 妻沼町長、熊谷市助役 

Ｈ17. 8.10 国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路担当企画

官 

妻沼町長、千代田町助役、大泉町 

助役 

Ｈ17. 8.29 群馬県 知事、県土整備担当理事、道

路企画管理課長、道路整備課

長、都市計画課長 

妻沼町長、千代田町長、大泉町長、 

邑楽町長、明和町長、千代田町議長、

太田市参事 

Ｈ18. 1.16 栃木県 知事、土木部長 足利市長、事務局 

平成１７年９月まで妻沼町長が会長、１０月から合併により熊谷市長が会長となる。 

平成 

１８ 

年度 

Ｈ18. 8. 8 大宮国道事務所 所長 熊谷市長 

国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長 熊谷市長、千代田町長、足利市長 

行田市長 

Ｈ18. 8.10 埼玉県 県土整備部長 熊谷市長、行田市長、深谷市長 

Ｈ18. 8.22 群馬県 知事、県土整備担当理事、道

路企画管理課長、道路整備課

長、都市計画課長 

千代田町長、大泉町長、邑楽町長、

明和町長、千代田町議長 

Ｈ19. 1.17 栃木県 知事、土木部長、土木部次長、 

道路建設課長、道路維持課長 

足利市長、足利市議長 

平成 

１９ 

年度 

Ｈ19. 8.23 群馬県 知事、県土整備担当理事、道

路企画管理課長、道路整備課

長、都市計画課長 

千代田町長、大泉町長、邑楽町長、

明和町長、千代田町議長、大泉町議

長、邑楽町議長 

Ｈ19. 8.29 大宮国道事務所 所長 熊谷市長、熊谷市議長 

国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長 熊谷市長、千代田町長、熊谷市議長 

Ｈ19.11. 7 熊谷市役所 

（話し合い） 

熊谷市長、企画課長 千代田町長、企画財政課長 

Ｈ20. 1.17 栃木県 知事、県土整備部長、県土整

備部次長 

足利市長、足利市議長 

平成 

２０ 

年度 

Ｈ20. 7.17 国土交通省関東

地方整備局 

道路部長 熊谷市長、千代田町長 

大宮国道事務所 所長 熊谷市長 

Ｈ20. 8.26 埼玉県 県土整備部長、県土整備部副

部長、道路政策課長、行田県

土整備事務所長、熊谷県土整

備事務所長 

熊谷市長、熊谷市議長 
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Ｈ20. 10.21 群馬県 知事、県土整備部長、県土整

備部技監、道路企画管理課

長、道路整備課長、都市計画

課長 

千代田町長、大泉町長、邑楽町長、

明和町長、千代田町議長、大泉町議

長、邑楽町議長 

H21.1.22 栃木県 知事ほか 足利市長、足利市議長 

平成

２１

年度 

Ｈ21. 7.8 大宮国道事務所 所長 熊谷市長、熊谷市議長 

国土交通省関東

地方整備局 

道路部長 熊谷市長、千代田町長、熊谷市議長 

Ｈ21. 8.28 埼玉県 県土整備部長、県土整備部副

部長、道路政策課長、行田県

土整備事務所長、熊谷県土整

備事務所長 

熊谷市長、熊谷市議長、深谷市議長、

東松山市議長 

Ｈ21. 10.20 群馬県 知事、県土整備部長、県土整

備部技監、道路企画管理課

長、道路整備課長、都市計画

課長 

千代田町長、大泉町長、邑楽町長、

千代田町議長 

Ｈ22. 1.22 栃木県 知事ほか 足利市長 

平成 

２２ 

年度 

Ｈ22. 8.25 群馬県 知事、県土整備部長、県土整

備部技監、道路管理課長、道

路整備課長、都市計画課長 

千代田町長、大泉町長、邑楽町長、

明和町長、千代田町議会副議長、大

泉町議会議長、邑楽町議会副議長 

Ｈ22. 8.11  埼玉県 知事、副知事、県土整備部長、

県土整備部副部長、道路政策

課長、行田県土整備事務所

長、熊谷県土整備事務所長 

熊谷市長、熊谷市議長 

Ｈ22. 8.19 栃木県 知事ほか 足利市長 

Ｈ22. 9. 2 大宮国道事務所 所長 熊谷市長、熊谷議会議長 

国土交通省関東

地方整備局 

道路企画官 熊谷市長、熊谷議会議長 

平成 

２３ 

年度 

Ｈ23.7.12 大宮国道事務所 所長 熊谷市長、熊谷市議会議長 ほか 

国土交通省関東

地方整備局 

道路企画官 千代田町長、熊谷市長、熊谷市議会

議長 ほか 

Ｈ23.8.8 埼玉県 知事、副知事、県土整備部長、

県土整備部副部長、道路政策

課長、行田県土整備事務所

長、熊谷県土整備事務所長 

熊谷市長、熊谷市議会 ほか 

Ｈ23.8.19 栃木県 知事、県土整備部長、県土整

備部次長、交通政策課長 

足利市長 ほか 



5 

Ｈ23.8.22 群馬県 知事、県土整備部長、県土整

備部技監、道路管理課長、道

路整備課長、都市計画課長 

千代田町長、大泉町長、邑楽町長、

明和町長、千代田町議会文教常任委

員長、大泉町議会議長、邑楽町議会

議長、明和町議会議長 ほか 

平成 

２４ 

年度 

Ｈ24.7.9 大宮国道事務所

長 

所長 熊谷市長、熊谷市議会議長 ほか 

国土交通省関東

地方整備局 

道路企画官 千代田町長、熊谷市長、熊谷市議会

議員 ほか 

Ｈ24.8.9 栃木県 知事、県土整備部長、県土整

備部次長、交通政策課長 

足利市都市建設部長、交通政策課長 

ほか 

Ｈ24.8.21 埼玉県 知事、副知事、県土整備部長、

県土整備部副部長、道路施策

課長 ほか 

熊谷市長、熊谷議会議長 ほか 

Ｈ24.8.22 群馬県 

（千代田町で） 

知事、県土整備部技監、道路

整備課道路企画室長 ほか 

千代田町長、館林市長、大泉町長、

邑楽町長、明和町長、千代田町議会

議長、大泉町議会議長、邑楽町議会

議長、明和町議会議長 ほか 

平成 

２５ 

年度 

Ｈ25.8.20 群馬県 知事、県土整備部長 ほか 千代田町長、千代田町議会議長、邑

楽町長、明和町長、大泉町議会議長、

邑楽町議会議長、明和町議会議長 

ほか 

Ｈ25.8.21 埼玉県 知事、県土整備部長 ほか 熊谷市長、熊谷市議会議長、行田市

議会議長、深谷市議会議長 ほか 

Ｈ25.9.2 栃木県 県土整備部長 足利市長 

Ｈ25.11.26 大宮国道事務所 所長 熊谷市長、熊谷市議会議長 ほか 

国土交通省関東

地方整備局 

道路部長 ほか 熊谷市長、千代田町長、熊谷市議会

議長 ほか 

平成 

２６ 

年度 

H26.8.25 埼玉県 知事、副知事、県土整備部長 

ほか 

熊谷市長、熊谷市議会議長、千代田

町長、千代田町議会副議長、深谷市

長、深谷市議会議長、大泉町長、邑

楽町長 ほか 

H26.10．8 栃木県 県土整備部長、安足土木事務

所長 ほか 

足利市都市建設部長、足利市都市計

画課長、足利市道路河川整備課長 

ほか 

H26.10.10 大宮国道事務所 所長 熊谷市長、熊谷市議会議長 ほか 

国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長 ほ

か 

熊谷市長、千代田町副町長、熊谷市

議会議長、大泉町長 ほか 

H26.12.15 群馬県 知事、県土整備部長、道路整

備課長 ほか 

千代田町副町長、千代田町総務課

長、千代田町建設水道課長 ほか 
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※群馬県は、すでに「はばたけ群馬・県土整備プラン 2013-2022」に主要事業箇所と

して「利根川新橋（赤岩渡船）新設」が着手予定として事業化に向けた理解をいただ

いていることから、要望活動を行う必要がないため、活動報告会を実施。 

平成

２７ 

年度 

Ｈ27.10.28 栃木県 県土整備部長 

[立会者] 

安足土木事務所長、次長、整

備部長、企画調査課長ほか 

足利市都市建設部長、都市建設課

長、道路河川整備課長 ほか 

Ｈ27.11.6 埼玉県 知事、副知事、県土整備部長

ほか 

[立会者（埼玉県）]  

小林哲也県議、田並尚明県

議、大嶋和浩県議 

熊谷市長、熊谷市議会副議長、 

深谷市長、千代田副町長、邑楽町長、 

各市町部・課長及び随行者 

 

Ｈ27.11.18 国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長、道

路企画官、地域道路調整官、

道路情報管理官ほか 

熊谷市長、熊谷市議会副議長、千代

田町長、各市町部・課長及び随行者 

大宮国道事務所 所長 熊谷市長、熊谷市議会副議長 ほか 

H28.1.8 群馬県 県土整備部長、県土整備部技

監、道路整備課道路企画室長

ほか 

千代田町長、千代田副町長、千代田

町総務課長、千代田町建設水道課長 

ほか 

※群馬県は、すでに「はばたけ群馬・県土整備プラン 2013-2022」に主要事業箇所と

して「利根川新橋（赤岩渡船）新設」が着手予定として事業化に向けた理解をいただ

いているため、前年度同様に要望活動を行う必要がなく、要望活動報告会を実施。 

平成

２８ 

年度 

H28.8.23 埼玉県 

 

知事、副知事、県土整備部長

ほか 

[立会者（埼玉県）]  

小林哲也県議、田並尚明県

議、大嶋和浩県議、小川真一

郎県議 

熊谷市長、熊谷市議会議長、千代田

町長、深谷市議会議長、邑楽町長、

千代田町議会議長、各市町部・課長

及び随行者 

 

H28.10.24 栃木県 県土整備部長 

[立会者] 

安足土木事務所長、次長、整

備部長、企画調査課長ほか 

足利市都市建設部長、道路河川整備

課長 ほか 

H28.11.8 国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長、道

路企画官、地域道路調整官、

道路情報管理官ほか 

熊谷市長、千代田町副町長、熊谷市

議会議長、野中厚衆議院議員秘書、

各市町部・課長及び随行者 ほか 

大宮国道事務所 所長 熊谷市長、熊谷市議会副議長 ほか 

H28.12.22 群馬県 県土整備部長、道路整備課道

路企画室長ほか 

千代田町長、千代田町総務課長、千

代田町建設水道課長 ほか 

※群馬県は、すでに「はばたけ群馬・県土整備プラン 2013-2022」に主要事業箇所と
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して「利根川新橋（赤岩渡船）新設」が着手予定として事業化に向けた理解をいただ

いているため、前年度同様に要望活動を行う必要がなく、要望活動報告会を実施。 

平成

２９ 

年度 

H29.8.21 埼玉県 

 

知事、副知事、県土整備部長

ほか 

[立会者（埼玉県）]  

小林哲也県議会議長、田並尚

明県議、大嶋和浩県議、江原

久美子県議 

熊谷市長、千代田町長、熊谷市議会

議長、千代田町議会議長、深谷市議

会議長、大泉町議会議長、各市町

部・課長及び随行者 

 

H29.10.26 栃木県 県土整備部長 

[立会者] 

安足土木事務所長、次長、整

備部長、企画調査課長ほか 

足利市都市建設部長、道路河川整備

課長 ほか 

H29.11.13 国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長、道

路企画官、地域道路調整官、

道路情報管理官ほか 

熊谷市長、千代田町長、熊谷市議会

議長、野中厚衆議院議員秘書、各市

町部・課長及び随行者 ほか 

大宮国道事務所 所長ほか 熊谷市長、熊谷市議会副議長 ほか 

H30.3.19 群馬県 県土整備部長、道路整備課道

路企画室長ほか 

千代田町長、千代田町総務課長、千

代田町都市整備課長 ほか 

※群馬県は、すでに「はばたけ群馬・県土整備プラン 2013-2022」に主要事業箇所と

して「利根川新橋（赤岩渡船）新設」が着手予定として事業化に向けた理解をいただ

いているため、前年度同様に要望活動を行う必要がなく、要望活動報告会を実施。 

平成

３０ 

年度 

H30.8.23 埼玉県 

 

知事、副知事、県土整備部長

ほか 

[立会者（埼玉県）]  

小林哲也県議、大嶋和浩県

議、江原久美子県議、鈴木聖

二県議 

熊谷市長、千代田町長、熊谷市議会

議長、千代田町議会議長、各市町

部・課長及び随行者 

H30.11.9 国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長、道

路企画官、地域道路調整官、

道路情報管理官ほか 

熊谷市長、千代田町長、熊谷市議会

議長、野中厚衆議院議員秘書、各市

町部・課長及び随行者 ほか 

大宮国道事務所 大宮国道事務所長ほか 熊谷市長、熊谷市議会副議長 ほか 

H30.12.19 栃木県 県土整備部長 

[立会者] 

安足土木事務所長、次長、整

備部長、企画調査課長ほか 

足利市都市建設部長、道路河川整備

課長 ほか 

H31.3.13 群馬県 県土整備部長、道路整備課道

路企画室長ほか 

千代田町長、千代田町総務課長、千

代田町都市整備課長 ほか 

※群馬県は、すでに「はばたけ群馬・県土整備プラン 2013-2022」に主要事業箇所と

して「利根川新橋（赤岩渡船）新設」が着手予定として事業化に向けた理解をいただ
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いているため、前年度同様に要望活動を行う必要がなく、要望活動報告会を実施。 

令和

元 

年度 

R1.8.9 埼玉県 

 

知事、副知事、県土整備部長

ほか 

[立会者（埼玉県）]  

田並県議、杉田県議、江原県

議、小川県議、柿沼県議 

熊谷市長、千代田町長、熊谷市議会

議長、行田市議会議長、各市町部・

課長及び随行者 ほか 

R1.10.28 栃木県 県土整備部長 

[立会者] 

安足土木事務所長、次長、整

備部長、保全第一部長ほか 

足利市都市建設部長 ほか 

R1.11.20 国土交通省関東

地方整備局 

局長、副局長、道路部長、道

路企画官、地域道路調整官、

道路情報管理官ほか 

熊谷市長、千代田町長、熊谷市議会

議長、野中厚衆議院議員秘書、各市

町部・課長及び随行者 ほか 

大宮国道事務所 大宮国道事務所長ほか 熊谷市総合政策部長 ほか 

R2.1.22 群馬県 県土整備部長、、技監、交通

政策課長ほか 

千代田町長、千代田町総務課長、千

代田町都市整備課長、各市町同盟会

幹事 ほか 

※群馬県は、すでに「はばたけ群馬・県土整備プラン 2013-2022」に主要事業箇所と

して「利根川新橋（赤岩渡船）新設」が着手予定として事業化に向けた理解をいただ

いているため、前年度同様に要望活動を行う必要がなく、要望活動報告会を実施。 

 
 


