
S41.3 外環計画の新聞報道
S41.5 反対連盟結成
S41.6.6 東京都都市計画地方審議会におい

て外環計画の答申決定
S41.7.30 外環道（東名高速～都県境間Ｌ≒

１８ｋｍ）都市計画決定
S45.10.9 根本建設大臣の凍結発言
S60.11.20 練馬区長　外環道（関越道～都県

境間）計画受け入れ

H6.3.30 外環練馬区間供用 S60.12.5 第１回首都道路会議
H6.11.29 第８回首都道路会議
H9.9.18 第１回東京外かく環状道路懇談会
H9.10.13 第９回首都道路会議
H10.3.15 東京外かく環状道路とまちづくり

に関する連絡会及び幹事会
H10.7.15 東京外かく環状道路とまちづくり

に関する連絡会　第２回幹事会
H10.11.5 東京外かく環状道路とまちづくり

に関する連絡会　第3回幹事会

H11.5～ 外環専用ダイヤル開設 H11.5.26 第２回東京外かく環状道路とまち
づくりに関する連絡会　第４回幹

H11.6～ 外環ホームページ開設

H11.6 パンフレット
「外かんのどうしてこうして…」

H11.6～ パンフレット添付はがきの開始

H11.10.6 石原都知事が外環予定地（練馬
区、武蔵野市）を視察

H11.10.6 住民団体が要望書を手渡す

H11.11.18 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第５回幹事会

H11.12.1 石原都知事、外環（関越～東名
間）を「地下化を基本」として計
画の具体化に取り組むことを明言

H11.12.24 パンフレット
「東京外かく環状道路　関越道～
東名高速間のあらまし」発行

H11.12.24 パンフレット
「外環の必要性とその効果Ver．
１」発行

H12.2.6 地域の要請による説明会
（世田谷：成城地域フォーラム）

H12.2.9 地域の要請による説明会
（三鷹：井の頭地区住民協議会）

H12.2.9 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第６回幹事会

H12.2.10 記者発表
「外環に関するアンケート調査に
ついて」

H12.2.11 外環住民アンケート開始 H12.2.11
～3.30

首都圏の社会資本整備と東京外か
く環状道路（外環）に関するアン
ケート調査　実施

H12.2.14 リーフレット
「ご意見ください、外環に」発行

H12.2.14 リーフレット配布
「ご意見ください、外環に」

H12.2.20 広報誌
「外環ジャーナルＶＯＬ．１」発

H12.3.5 三鷹市報
「外環に関するアンケート調査の
実施について」

H12.3.11 杉並区報
「外環に関するアンケート調査の
実施について」

H12.4.21 地域の要請による説明会
（練馬：元関町一丁目町会）

H12.4.21 記者発表
「東京外かく環状道路に関する地
元団体との話し合いについて」

H12.4.28 地元団体との話し合い始まる H12.4.28 東京外かく環状道路に関する地元
団体との話し合い

H12.5.12 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第７回幹事会

H12.5.15 記者発表
「首都圏の社会資本整備と東京外
かく環状道路（外環）に関するア
ンケート調査結果について」

H12.5.18 武蔵野市外かん道路反対特別委員
会と外環を視察

H12.5.28 地域の要請による現地視察会
（世田谷：成城地域フォーラム）

H12.6.15 パンフレット
「みなさんの声　外環に関するア
ンケート結果」の発行

H12.7.9 地域の要請による説明会
（世田谷：喜多見ポンポコ会議）

H12.7.13 地域の要請による説明会
（練馬：上石神井商店街振興組合
及び上石神井町会）

H12.7.25 記者発表
「東京外かく環状道路に関する地
元団体との話し合い（第２回）に
ついて」

H12.7.28 東京外かく環状道路に関する地元
団体との話し合い（第２回）

H12.8.7 地域の要請による現地視察会
（三鷹：北野不動産管理研究会）

H12.8.29 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第８回幹事会

H12.9.10 広報誌
「外環ジャーナルＶＯＬ．２」発
行

外環ＰＩプロセスの経緯について
主な動き 情報の共有 意見の把握 行政の動き
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H12.9.18 地域の要請による説明会
（練馬：上石神井商店街振興組合
及び上石神井町会）

H12.11.17 地域の要請による説明会
（外環周辺町会他）

H12.11.22 記者発表
「東京外かく環状道路に関する地
元団体との話し合い（第３回）に

H12.11.30 東京外かく環状道路に関する地元
団体との話し合い（第３回）

H12.12.3 三鷹市報
「臨時出張相談窓口の開設につい
て」

H12.12.15 地域の要請による説明会
（三鷹：北野不動産管理研究会）

H12.12.14
～12.15

臨時出張相談窓口を開設（三鷹
市）

H12.12.25 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第９回幹事会

H13.1.12 記者発表
「国土交通大臣が東京外かく環状
道路を視察」

H13.1.16 扇国土交通大臣が外環予定地（三
鷹市、武蔵野市）を視察

H13.2.6 第３回東京外かく環状道路とまち
づくりに関する連絡会及び第10回
幹事会

H13.2.18 広報誌
「外環ジャーナルＶＯＬ．３」発
行

H13.3.6 東京外かく環状道路に関する地元
団体との話し合い（少人数打合
会）H13.3.25 地域の要請による説明会
（世田谷：成城地域フォーラム）

H13.4.1 地域の要請による現地視察会
（世田谷：成城地域フォーラム）

H13.4.12 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第11回幹事会

H13.4.13 東京外かく環状道路（関越道～東
名高速間）の計画のたたき台を公
表

H13.4.13 記者発表
「東京外かく環状道路（関越道～
東名高速間）の計画のたたき台」

H13.4.22 広報誌
「外環ジャーナルＶＯＬ．４」発
行

H13.4.26 第４回東京外かく環状道路とまち
づくりに関する連絡会及び第12回
幹事会

H13.5.11 杉並区報
「説明会開催について」

H13.5.15 武蔵野市報
「計画のたたき台の内容につい
て」

H13.5.15 狛江市報
「説明会開催について」

H13.5.16 地域の要請による説明会
（調布：若竹自治会）

H13.5.20 三鷹市報
「説明会開催について」

H13.5.20 調布市報
「説明会開催について」

H13.5.21 練馬区報
「説明会開催について」

H13.5.21 杉並区報
「説明会開催について」

H13.5.23 地域の要請による説明会
（練馬：上石神井商店街振興組

H13.5.24 参議院国土交通委員会で扇国土交
通大臣が遺憾の意を表明

H13.5.25 定例記者会見で石原都知事が遺憾
の意を表明

H13.5.25 地域の要請による説明会
（世田谷：東京商工会議所世田谷

H13.5.25 地域の要請による説明会
（調布：緑ヶ丘西部自治会）

H13.5.28 計画のたたき台についての地元説
明会を開催

H13.5.28 行政主催（計画のたたき台）の説
明会開催
（調布市立第八中学校）

H13.5.29 行政主催（計画のたたき台）の説
明会

H13.5.30 行政主催（計画のたたき台）の説
明会

H13.5.31 行政主催（計画のたたき台）の説
明会

H13.6.1 広報東京都
「計画のたたき台の内容につい

H13.6.1 狛江市報
「説明会開催について」

H13.6.1 世田谷区報
「説明会開催について」

H13.6.3 三鷹市報
「相談所開設について」

H13.6.6 行政主催（計画のたたき台）の説
明会

H13.6.7 行政主催（計画のたたき台）の説
明会

H13.6.8 行政主催（計画のたたき台）の説
明会

H13.6.11 練馬区報
「相談所開設について」

H13.6.11 杉並区報
「相談所開設について」

H13.6.11 行政主催（計画のたたき台）の説
明会

H13.6.12 行政主催（計画のたたき台）の説
明会

H13.6.13 行政主催（計画のたたき台）の説
明会
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H13.6.15 世田谷区報
「相談所開設について」

H13.6.15 地域の要請による説明会
（練馬：元関町一丁目町会）

H13.6.18
～7.4

相談所（常設相談コーナー）を開
設

H13.6.19
～7.19

常設相談コーナー
（世田谷区砧総合支所）

H13.6.19
～6.21

臨時出張相談窓口
（三鷹市井の頭コミュニティセン

H13.6.22
～7.27

常設相談コーナー
（練馬区石神井区民館）

H13.6.27
～6.28

臨時出張相談窓口
（杉並区旧上井草出張所）

H13.6.29 地域の要請による説明会
（三鷹：北野不動産管理研究会）

H13.7.1 狛江市報
「相談所開設について」

H13.7.4 臨時出張相談窓口
（練馬区大泉区民館）

H13.7.5 臨時出張相談窓口
（練馬区上石神井区民館）

H13.7.9～
7.25

常設相談コーナーを開設
（調布市緑ヶ丘地域福祉セン

H13.7.11
～7.13

臨時出張相談窓口
（三鷹市牟礼コミュニティセン

H13.7.15 三鷹市報
「相談所開設について」

H13.7.18 臨時出張相談窓口
（狛江市役所内）

H13.7.19 地域の要請による説明会
（練馬：連合町会代表者会）

H13.7.23
～7.24

臨時出張相談窓口
（世田谷区砧総合支所）

H13.7.25
～7.27

臨時出張相談窓口
（三鷹市新川中原コミュニティセ

H13.7.30 臨時出張相談窓口
（調布市金子地域福祉センター）

H13.8.1 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第13回幹事会

H13.8.2 記者発表
「東京外かく環状道路に関する地
元団体との話し合い（第４回）に

H13.8.5 広報誌
「外環ジャーナルＶＯＬ．５」発
行

H13.8.6 東京外かく環状道路に関する地元
団体との話し合い（第４回）

H13.8.28 都市再生本部、都市再生プロジェ
クトの第二次案をまとめる

H13.9.28 東京都議会外かく環状道路建設促
進議員連盟設立

H13.9.14 道路計画合意形成研究会設立

H13.9.20 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第14回幹事会

H13.9.28 ＰＩ外環協議会（仮称）準備会開
H13.10.29 ＰＩ外環協議会（仮称）準備会

H13.10.31 道路計画合意形成研究会より提言
が出される

H13.11.5 東京都外かく環状道路建設促進議
員連盟と外環現地視察

H13.11.8 地域の要請による説明会
（杉並：女子大通り商和会）

H13.11.11 ＰＩ外環協議会(仮称)準備会
(現地視察会)

H13.11.12 地域の要請による説明会
（杉並：井荻三丁目会）

H13.11.14 東京外かく環状道路とまちづくり
に関する連絡会　第15回幹事会

H13.11.16 地域の要請による説明会
（杉並：井荻自治会）

H13.11.19 地域の要請による説明会
（世田谷：町会連合）

H13.11.20 地域の要請による説明会
（杉並：善福寺自治会）

H13.11.22 記者発表
「東京外かく環状道路（関越道～
東名高速）計画のたたき台に関す
るご意見について」

H13.12.5 地域の要請による説明会
（杉並：八の釜憩いの森を守る

H13.12.6 東京環状道路有識者委員会開催 H13.12.6 地域の要請による説明会
（練馬：東京商工会議所練馬支

H13.12.10 練馬区議会において外環の説明

H13.12.12 地域の要請による説明会
（杉並：新町町会）

H13.12.14 地域の要請による説明会
（杉並：地蔵坂協和会）

H13.12.20 ＰＩ外環協議会（仮称）準備会
H13.12.21 東京環状道路有識者委員会（第２

回）開催
H13.12.27 東京外かく環状道路とまちづくり

に関する連絡会　第16回幹事会

H14.1.15 東京外かく環状道路（関越道～東
名高速）沿線区市長意見交換会

H14.1.17 ＰＩ外環協議会（仮称）準備会
H14.1.25 東京環状道路有識者委員会（第３

回）開催
H14.2.7 ＰＩ外環協議会（仮称）準備会

H14.3.8 東京環状道路有識者委員会（第４
回）開催

H14.2.22 ＰＩ外環協議会（仮称）準備会
H14.3.4 東京外かく環状道路とまちづくり

に関する連絡会　第17回幹事会


