
 

事例１：都市計画道路の見直し 

（１）区部における都市計画道路の整備方針（案）（平成 15 年度検討中 東京都） 

東京都は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、区部において、過去 2 回に
わたり事業化計画を定め、事業の推進に努めてきた。 
これにより、道路ネットワークは着実に形成されつつあるものの、現行の第二次事業化

計画（平成 3年度～15年度）の策定以降、社会経済情勢が大きく変化しているため、東京
都と特別区は共同で都市計画道路の新たな整備方針策定に向けた調査、検討を進めてきて

いる。 
そして、都市計画道路の必要性の検証、優先整備路線の選定及び長期にわたり未着手と

なっている区間への対応方策等の検討をとりまとめ、「区部における都市計画道路の整備方

針（案）」を作成した。これを公表するとともに、この案について、広く都民意見を募集し

た。 
今後、寄せられた意見を参考に、更に検討を進め、平成 15年度末を目途に「区部におけ

る都市計画道路の整備方針」を策定する予定である。 
  区部における都市計画道路の「必要性の検証」 

１ 「必要性の検証」の基本的な考え方 

区部の都市計画道路には、都市計画決定から長い年月を経ている路線も数多く、東京の

目指すべき都市づくりにおいて、今後とも必要性が認められるかを適切に検証する必要が

ある。 
（ ）区部の都市計画道路 放射・環状・補助線街路 

「４ 」区部の都市計画道路整備における  つの基本目標 

都市問題に対応した評価項目を設定
（ ） 広域的な視点・地域的な視点 

活　力 安　全 環　境 暮らし

「 」 都市計画見直し候補区間 を選定

  来年度以降に行う都市計画の見直しの検討における
「 （ ）」たたき台として 見直しの方向性 案  を併せて提案

「 」 必要性の検証 を実施

評価項目に基づいて各区間の評価を行い
いずれの項目にも該当しない区間を抽出

「必要性の検証」は、区部の都市計画

道路整備における 4 つの基本目標である
“活力”“安全”“環境”“暮らし”に照らして都
市問題を設定し、それらに対応して設定

した評価項目を用いて行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「必要性の検証」のイメージフロー 
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２ 都市問題と評価項目の設定 

評価項目に当たっては、「4つの基本目標」である“活力”“安全”“環境”“暮らし”に照らして
都市問題を設定し、それに対して区部の都市計画道路が果たしていくべき役割を踏まえて

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解決に資する路線を抽出するための評価項目都　　市　　問　　題

【 】 活　　力 

　経済活動の高コスト構造化

　国際競争力の低下

　震災時における市街地火災の発生によ
　る大規模な延焼のおそれ

地球温暖化の進展など地球環境の悪化

　バス交通の利便性の不足など

居住地域における安全性や快適性の低下

老朽化した木造建物の集積や道路などが
不足する危険な木造住宅密集地域の存在

　救援・救護の活動空間や安全な避難路　
　となる道路空間の不足

　通勤電車の混雑や交通不便地域の存　
、　在 良好な都市景観の不足など

「 」　地域の活力低下や住宅確保など 地域 
　が抱える個別の問題

【 】 安　　全 

【 】 環　　境 

【 】 暮らし 

　自動車交通の混雑緩和への貢献

、　都市再生 拠点整備の推進

　都市間物流機能の向上

　震災時の甚大な被害が想定される地域
（ 、　の防災性の向上 地域危険度が高く 特

）　に老朽化した木造建物が集積するなど 

　地球温暖化の抑制への貢献

　バス交通を支える道路網の形成

　居住環境地区の形成

　公共交通機関や供給処理などの他の都
　市基盤施設との連携

「 」　 地域のまちづくり の支援

、延焼遮断帯の形成 安全な避難路の確保

図 都市問題と評価項目の設定 
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３ 評価項目の考え方 

今後の道路整備における「4 つの基本目標」に基づき設定した各評価項目の具体的な考
え方は以下に示す。 

 
１）自動車交通の混雑緩和への貢献 

ここでは、将来人口、都市構造、ＴＤＭ施策などの交通施策等を考慮して将来交通量推

計を行い、都市計画道路の各区間の将来交通量を評価項目とし、将来交通量が一定の水準

を満たす区間は交通機能の確保のためには必要と考えた。 
具体的には、都市計画道路が担うべき一定水準の交通機能として、幹線街路に囲まれた

地区内から出発又は地区内へ到達する交通量（地区発生・集中交通量）を勘案しつつ、幹

線街路の最低限の規格である 2車線の道路の交通容量（１日当たり 12,000台）に着目し、
都市計画道路の各区間の将来交通量が、この半分（１日当たり 6,000 台）にも満たない区
間は、都市計画道路として担うべき交通機能の面からは必要性が高くはない区間として評

価した。 
 
２）都市再生、拠点整備の推進 

業務・商業機能をはじめとする都市活動の

積極的な集積を図る「都心等拠点地区」やそ

の周辺に位置し住宅等の機能も併せ持つ「複

合市街地ゾーン」、地域の中心地として人々

の活動や生活利便性を支え、地域の就業の場

ともなる「一般拠点地区」を設定した。 
 
 

図 拠点等の位置（区部のみ） 

 

３）都市間物流機能の向上 

東京における「人・ものの流れ」の円滑化の実現のため、東京港や東京国際空港などの

首都圏に集中する港湾・空港等の広域物流拠点等を連絡する主要な幹線道路や公共トラッ

クターミナル等の都市内物流拠点へのアクセス道路となる都市計画道路は、今後とも都市

における円滑な物流機能の確保のため必要である。 
 
４）延焼遮断帯の形成、安全な避難路の確保 

地震などの災害に強い都市構造にするためには、震災時の大規模な市街地火災の延焼の

防止を図るとともに、被災者の救援・救護活動の空間や安全な避難路を確保や防災拠点等

と連携した防災活動空間のネットワーク形成を図ることが重要である。これらの機能を確

保するために必要となる「延焼遮断帯」や「避難路」に位置付けられている都市計画道路

は、今後とも災害に強い都市構造の確保し、都市の安全性を高めるために必要である。 
５）震災時の甚大な被害が想定される地域の防災性向上 
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地震などの災害に強い都市構造にするには、地域危険度が高く、かつ、特に老朽化した

木造建築物が集積するなど、震災時の甚大な被害が想定される地域の防災性向上が重要で

ある。 
こうした地域の内側や外周部に位置する都市計画道路は、震災時の大規模な市街地火災

の延焼を防止するとともに、被災者の救援・救護活動の空間や安全な避難路としての役割

も担いる。このため、地域の安全性を高めるともに災害に強い都市構造を実現していくた

めに必要である。 
 
６）地球温暖化の抑制への貢献 

地球温暖化の進展は、東京だけにとどまらない大きな問題である。これを抑制するには、

二酸化炭素の排出量の削減が必要であり、慢性化する交通渋滞を緩和し、自動車等の走行

速度を向上させることが重要である。 
図 2-8 は、将来における区部全域での自動車から排出される二酸化炭素（CO2）の総量
を、道路ネットワークの形成状況により比較したものである。今後、道路整備を行わなか

った場合の排出量（左側）を“100”とし、道路ネットワークが完成した場合（右側）と現況
ネットワークに加えて多車線道路ネットワークが形成された場合（中央）の割合を示して

いる。 
このように、道路ネットワークの形成が進むことにより、自動車の走行速度が向上し、

二酸化炭素の排出量は大きく削減される。なかでも、多車線の道路を中心とするネットワ

ークの形成は、二酸化炭素の排出量の削減に大きく寄与する。 
二酸化炭素の排出量を削減して地球温暖化を抑制するには、右折車線などを設置する交

差点改良や、交通のボトルネックとなっている箇所の解消など即効性の高い事業を進める

とともに、集中する交通を分散するため道路ネットワークを形成することが重要である。 
なかでも、４車線以上の多車線の道路を中心とする道路ネットワークの形成は、特に重

要であり、地球環境の保全のために必要と考えられる。 
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道路ネットワークの形成により二酸化炭素（CO2）

の排出量が大きく抑制される！ 

また、多車線道路のネットワーク形成は大きく寄与

する！ 

 

 

 

図 道路ネットワーク形成による二酸化炭素の削減効果 
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７）バス交通を支える道路網の形成 

これから本格化する超高齢社会の到来に向けた移動手段の確保や大気環境の改善には、

最も身近な公共交通であるバス交通網を充実していくことが必要である。 
道路の観点からは、安全な乗降の確保には歩道があることが望ましく、一定の車道幅員

があれば、停留所でのバスの停車の際にも、後続車両がバスの脇を安全に通り抜けること

ができます。さらに、利便性の向上という点では、バス停が自宅等から遠すぎない距離に

あることも求めらる。また、最近では、

小型バス車両を活用した地区のコミュ

ニティ交通としての普及も進みつつあ

る。これらを踏まえ、歩道等が設置され

車道部に停車帯を設置することが可能

な幅員を持つ道路から 500ｍを超えて離
れる地域が生じないよう都市計画道路

を配置することが必要と考えた。 
 

 

※１ 「誘致距離と満足率の関係」（浅見泰司著「住環境より」） 

※２ バス停間隔は都営バスを参考に設定 

図 「バス交通網の充実」に向けた道路からの離隔距離の考え方 

 

８）居住環境地区の形成 

住宅地等では、そこで暮らす人々が静かで安心した生活を送れることが求められます。

このためには、住宅地等の居住地区を幹線道路で適切な大きさで取り囲み、地区に用事の

ない通過交通の流入を抑制するとともに、地区内の交通を適切に処理することが必要であ

る。 
具体的には、地区内の道路を横断する人々の多くが、自動車に影響を受けずに安全に横

断できる自動車交通量を 2,500 台／日とし、地区発生・集中交通の利用が最も多い道路の
交通量がこれを上回らないように幹線道路（歩道あり、2 車線以上）に囲まれた居住環境
地区の大きさを土地利用により分類した地域ごとに設定した。 

 
９）公共交通機関や供給処理施設など他の都市基盤施設整備との連携 

道路には、地下鉄・モノレール・新交通システムなどの交通機関の施設が設置されたり、

水道・下水道・電気・ガスといった供給処理施設を収用するなど、様々な都市基盤施設の

導入空間としての機能もある。これらの施設は、都市で暮らす人たちの暮らしや活動支え

るために不可欠であり、これらの施設を設置・収用するために必要な都市計画道路は、今

後とも都市における公共交通網の充実や供給処理施設の整備のために必要である。 
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10）「地域のまちづくり」の支援 

地域で暮らす人たちの日常的な自動車

利用、地域開発や大規模住宅の建設に伴っ

て発生する自動車の円滑で安全な処理、歩

行者の安全性や快適性の確保、地域の防災

性向上のために必要な都市計画道路は、今

後とも「地域のまちづくり」の観点から必

要である。 
 
 

図 地域のまちづくり支援の例 

４ 具体的な検証手順 

まず、評価項目のうち、活力”“安全”“環境”の基本目標に基づく項目を「抽出項目」、“暮
らし”の基本目標に基づく項目を「チェック項目」として区分した。 
次に「抽出項目」に基づき各区間の評価を行い、いずれの評価項目にも該当しない区間

を抽出した。さらに、抽出

された区間を対象に「チェ

ック項目」に基づき評価を

行った。その結果、いずれ

の評価項目にも該当しない

区間を「都市計画の見直し

候補区間」として選定した。 

区部の都市計画道路（放射・環状・補助線街路）
・高速道路、区画街路、特殊街路は除く。
・既に都市計画幅員で完成している区間、あるいは、現在、事業中の区間は除く。

抽出項目
１）自動車交通の混雑緩和への貢献
　将来交通量推計結果における１日あたりの区間交通量が6,000台以上となる区間
２）都市再生、拠点整備の推進
　都市再生緊急整備地域、都心等・一般拠点地区及び複合市街地ゾーンに位置する区間
３）都市間物流機能の向上
　東京港、公共トラックターミナルへのアクセス道路となる区間、広域物流拠点を連絡する主要な幹線道路
４）震災時の甚大な被害が想定される地域の防災性向上
　震災時の甚大な被害が想定される「整備地域」の内側や外周部に位置する区間
５）延焼遮断帯の形成、安全な避難路の確保
　 延焼遮断帯（骨格防災軸、主要延焼遮断帯、一般延焼遮断帯）及び避難路に指定されている区間
６）地球温暖化の抑制への貢献
　走行速度の向上への寄与が大きい多車線道路（4車線以上）を中心とする道路ネットワークを形成する区間

抽出項目のいずれにも該当しない区間を抽出

チェック項目
７）バス交通を支える道路網の形成
　一定の幅員を有する道路から鉛直方向に500ｍを超えて離れる区域が生じることがない区間
８）居住環境地区の形成
　土地利用により分類した地域区分ごとに設定した居住環境地区を形成する幹線道路の間隔の目安から
　必要な区間
９）他の都市都市基盤施設との連携
　地下鉄、新交通システム等の公共交通機関や供給処理施設等の導入空間として必要な区間
10）「地域のまちづくり」の支援
　開発や大規模な住宅の建設に伴う交通処理、歩行者等の安全性や快適性の確保、地域の防災性向上に
　資する区間

チェック項目のいずれの項目にも該当しない区間を抽出

「都市計画の見直し候補区間」として選定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「必要性の検証」における具体的な検証手順 
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５ 「都市計画の見直し候補区間」及び見直しの方向性 

第２章４の手順に基づき選定された区間を以下に示す。これらの区間は、東京が目指す

べき今後の都市づくりにおいて、都市計画の見直しの可能性がある「都市計画の見直し候

補区間」と考えられる。 
 

表 「都市計画の見直し候補区間」の一覧表 

路線名 見直し候補区間 延長 

補助 92 号線 環状 4号線～補助 184 号線 約 2,520ｍ 

補助 178 号線 補助 94 号線～補助 92 号線 約  570ｍ 

補助 188 号線 補助 92 号線～JR日暮里駅前付近 約  460ｍ 

補助 164 号線 環状 5の 1 号線～補助 165 号線 約 1,280ｍ 

補助 52 号線 補助 217 号線から西側の区間 約  550ｍ 

 
これらの区間については、来年度以降、下記以降に示す「都市計画見直しの方向性」を

都市計画見直しの検討における「たたき台」としながら、地域の方々から寄せられるご意

見等も参考にさせて頂きながら、「地域のまちづくり」を進めていく上で、どのように「都

市計画の見直し」を行うのが最も適切なのかを検討していく。都市計画見直しの方向性が

定まった後に都市計画変更等の必要な手続を行っていく。 
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（２）見直し候補路線選定マニュアル（案）（平成 15 年３月 岐阜県、14 市） 

岐阜県内の都市計画道路の中には、都市計画決定後何十年も整備が進まない路線があり、

建築制限を課せられている関係者を含めた地域社会の合意形成を得ることが重要な課題と

なっている。また、今日の社会情勢を鑑みると、急速な少子高齢化の進行、情報化、モー

タリゼーションの進展及び環境問題などの都市をめぐる状況も大きく変化してきていると

ともに、社会経済が停滞する中、国、県、市町村は財政的に厳しい状況となっている。 

以上を背景に、岐阜県、及び、県内 14 市では、都市計画道路の見直し候補を抽出するた

めの「見直し候補路線選定マニュアル（案）」を作成した。 

なお、の全体フローは、以下のとおりである。 

（出典：http://www.pref.gifu.jp/s11654/minaoshi/） 

 
 
【全体フロー】  

 
まちづくりという観点から住民参画の手法を検討し、道路整備のあり方について充分な合意形成

を図りながら進めていく。  
 
第１段階として将来の都市全体の姿を想定し、マクロ的視点から必要性の検討を行う。この

第１段階では、目指すべき都市構造、土地利用などの観点から道路網全体の必要性を中心に

検討し、将来に渡って整備する必要がない都市計画見直し候補路線を抽出する。  
 
  第２段階として事業化を想定し、ミクロ的視点から必要性の検討を行う。この第２段階で
は個別路線の優先度を中心に検討し、優先順位の低い路線については、その路線の必要性を

路線単位で検証して、都市計画見直し候補路線を抽出する。  
 
  第３段階として抽出された都市計画見直し候補路線の個別課題の整理をおこない、廃止の
可能性、凍結の可能性、変更の可能性について検討を行う。  

 
最終段階として将来の都市機能を満足しているか検証を行う。 
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Ⅱ （ ） 　必要性の検討 都市計画マスタープランの見直し 

・例　将来の都市像を検討

優先性が高い路線
例　短期・中期整備路線

優先性が低い路線
例　長期整備路線

都市計画必要路線

都市計画見直し候補路線

、 、変更候補 凍結候補 廃止候補路線

都市計画道路網

Ⅰ 　都市計画道路の課題整理

Ⅳ 　道路機能の明確化・優先性の検討

・例　都市内道路整備プログラム等の活用

Ⅲ ① 　都市計画道路見直し 

Ⅴ ② 　都市計画道路見直し 

１第 段階

Ⅵ 　都市計画見直しの課題整理

（ 、 ）、変更 線形 幅員  
、凍結 廃止の課題整理

（ ）　都市計画道路網 案 

Ⅶ 　検証

最終段階

２第 段階

３第 段階

　　パーソントリップ
、調査 都市OD　

調査等で検討　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 全体フロー 
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低い

高い

ｲﾒｰｼﾞ     図

③ 主要幹線道路

④ 必要性による拾い上げ

⑤ 不必要性による見直し候補

⑥ｽﾀﾐﾅ ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝ     を検討して        の線引き

①
優
先
性

② 10年以内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要幹線道路 

No 

必要性のチェック（現決定形・変更形で検証） 
 ①公共交通機関支援     ④渋滞対策 
 ②自転車歩行者対策     ⑤環境対策 
 ③防災対策         ⑥土地利用 

不必要性のチェック（現決定形・変更形で検証） 

①道路網密度が充分あり必要性がない道路 
②社会情勢・周辺の道路整備状況が変化して、整

備の必要性が薄れた道路 
③住宅が密集しており、整備が困難な道路 

④整備により道路交通を呼び込む道路 
⑤整備によりコミュニティを分断する道路 
⑥整備により商店街が解体して中心部が空洞化し

てしまう道路 

⑦代替路があり必要性が低い道路 
⑧概成済みであり、追加整備が相応しくない道路 

☆不必要な路線 ☆積極的に整備を行わない方が良い路線 

☆同等な機能を果たせる路線がある 

変更または不要 

都市計画必要路線 都市計画見直し候補路線（変更含む） 

事業化の可能性 
 スタミナからグレーゾーンの篩い分け 

現行形で 
必要 

どちらともいえない 

事業化可能 

事業化困難 

優先性の低い路線 
例：長期整備路線  

 Yes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「V．都市計画道路見直し②」のフロー 
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「都市計画道路の見直し方針（案）」では、「見直し路線の課題整理」として、以下のことが

唱われている。 
 
①地域住民との協働作業  
廃止・凍結の決定及び見直し後の課題対応策の選択等についても、地域住民の意向を重視

し合意形成のもと協働により進めてゆくことを基本とする。  
・行政サイドは整備計画の公表と整備方針を説明し、住民の意見を集約する。 
・廃止、変更を行う場合にも現道の整備（代替整備）等を検討提案して、住民の納得を得

て、都市計画道路の見直しを進めていく。  
・住民の理解が得られた路線から逐次都市計画決定の変更（廃止）の手続を進めていく。  
・代替路線を検討する場合には代替路線地域と同時進行で合意を図っていく必要も考えら

れる。  
 
②規制・税制の問題点  
都市計画道路の見直しにおいては、地元住民の理解が必要不可欠であり、将来の土地利用、

交通量の配分等の明確な理由を示して、理解を求めていくことが肝要である。廃止、または

事業凍結する場合は、建築規制のあり方や都市計画税などの税制上の優遇について検討する

ことも必要であり、これまでに受けた許可申請や今後の整備計画等を勘案しながら、個別路

線単位で詳細な検討を行う。  
〈例〉  
・都市計画法５３条の建築規制  
・都市計画税の減免、固定資産税の減免  
・買い取り請求等に対する対応策の検討  

 
③事後の整備方法  
制限がかかっていた区域はセットバックされているか、もしくは建築物が２階建以下とな

っており、隣接区域と格差が生じている可能性があるので、良好な街並みづくりの誘導を図

る必要があると考えられる。見直された都市計画道路（地域）の整備方法を検討する。  
〈例〉  
・セットバックした土地を買い取り、当面ポケットパークや駐車場として活用する整備案

を検討。  
・地区計画等を定め、新たな街づくりを誘導する。 

 1-11
国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 都市交通調査室（平成16年3月）



 

＜参考＞実務者のための新都市計画マニュアルⅡ 

（１）都市計画道路網の見直しの基本的な考え方 

ａ．都市計画道路の継続的な検証 

 
都市計画道路は、都市の将来像を誘導するとともに、将来交通需要に対応して計画さ

れるものであり、その整備は長期間を要するものであるが、一方で社会経済情勢の変化

を踏まえてその必要性を検証し、変更する必要が生じた場合には遅滞なく都市計画道路

を変更する必要がある。 

 
 
 
 
 

都市整備や都市計画道路の整備は長期にわたってなされるものであることから、都市計

画で定めて市民に広く周知することが必要であり、また都市計画決定は都市計画施設の区

域内の建築制限等の法的効果を有している。このように都市計画道路については、長期を

見通したものであるため、社会情勢の変化等により必要性が変化することも想定される。

このため、定められた都市計画については、都市計画基礎調査の結果を踏まえ、地域整備

の方向性の見直しとあわせて、その必要性や配置、規模等の検証を行い、必要に応じて都

市計画の変更を行う必要がある。 
これまでの人口の増加や市街地の拡大が続く社会情勢の下では、長期的に必要となる都

市計画道路が圧倒的に多かったため、既決定の都市計画道路の見直しについての取り扱い

が慎重であったと思われる。しかし、近年の人口の減少見通し、経済の低成長、市街地の

拡大の収束等の社会状況の変化を踏まえると、必要性が変化しつつある路線については見

直しを行う必要性が高まっている。 
これまでも都市交通調査等を活用して道路網の必要性を検証し、適宜必要な見直しが行

われてきたところもあるが、今後とも必要性に変化が生じたと判断される道路については、

速やかに都市計画変更の手続きを行うことが必要である。 

ｂ．都市計画道路の見直しの考え方 

 
 
 

都市計画道路の見直しは対象が一つの路線や区間であっても、都市計画道路網として

の検討を行った上で、その必要性や変更理由を明らかにして行うことが重要である。 

都市計画道路の諸機能、特に交通機能は都市計画道路網が適切に形成されることによっ

て発揮される。このため、見直しにあたっては対象が一つの路線・区間と想定される場合

であっても、当該箇所だけの検討にとどまるのではなく、都市の将来像を踏まえて、原則

として都市全体の道路ネットワークを対象とした検討を行い、その必要性や効果等を明ら

かにして見直しを行うことが適当であると考えられる。また、見直しの対象路線が広域的

な交通を担うものではないと想定される路線にあたっては、影響のおよぶ範囲が一部の市

街地に限られることを確認した上で、その市街地の範囲を対象に検討を行うことが考えら

れる。 
（出典：実務者のための新都市計画マニュアルⅡ） 
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ｃ．都市計画道路見直しのプロセス 

 
 
 
 
 

都市計画の道路の見直しに際しては、基本的には「図 都市計画道路の計画プロセス」

にしたがい行うこととなるが、既に定められた都市計画道路を変更する必要性を検証する

ことが求められるため、次頁に示す検証を行っておく必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（１）都市の現状 （２）広域・関連計画 

（３）都市内道路の現状と課題の把握 

１．都市交通の現状と課題の把握 

２．将来自動車交通需要の見通しと都市計画道路網計画の方針 
（１）都市計画の目標 
（２）将来自動車交通需要見通し 
（３）都市計画道路網計画の方針 

３．都市計画道路網（案）の設定 
（１）都市計画道路網素案の作成 
（２）都市計画道路網（案）の設定 
（３）道路種別（案）の設定 

４．将来自動車交通需要量の配分と都市計画道路網の容量設定 
（１）将来自動車交通需要量の推計 
（２）都市計画道路網の交通需給バランスと車線数の決定 

５．環境影響調査 
（１）対象道路 
（２）都市計画決定権者と事業者 
（３）環境影響評価の具体的内容 
（４）環境影響評価手続きに関する留意事項 

パ
ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査
等
の
交
通
量
推
計
を
基
に
実
施
で
き
る 

都市計画道路の見直しに際しては、特に、以下の点について検証を行う事が望ましい。 
・従来の都市圏道路の必要性 
・社会情勢の変化、政策の転換、都市構造の変化 
・都市計画道路の変更の必要性 

６．都市計画道路原案の決定 
（１）道路幅員の決定 
（２）道路種別の決定、都市計画道路原案の決定 

図 都市計画道路の計画プロセス 

（出典：実務者のための新都市計画マニュアルⅡ） 
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1) 従来の都市計画道路の必要性の検証 
都市計画道路は従来より都市交通調査等を活用して道路網の必要性を検証した上で、適

宜必要な見直しが行われてきている。現在の定められている都市計画道路についても、従

来どのように必要性が検証されてきたのか整理を行うことが必要である。 
 

2) 社会情勢の変化・政策の転換・都市構造の変化の検証 
都市計画道路の見直しの契機となる社会情勢の変化としては、以下のようなものが考え

られ、これらの現況やその見通しを整理することが重要である。 
・社会情勢の変化（将来人口、産業・経済フレーム、将来交通需要等） 
・政策の転機（都市計画マスタープランに示される都市の将来像や施策等） 
・都市構造の変化（広域的交通施設の計画や市街地開発事業の計画等） 

 
3) 都市計画道路の変更の必要性の検証 

都市計画道路は広域的な交通ネットワークを形成するとともに、地域におけるまちづく

りにも密接に関連する。このため、「広域的な観点」と「地域のまちづくりの観点」の２

つの観点を踏まえて、都市計画道路の必要性の検証や変更する場合の合意形成を進めるこ

とが必要である。広域的な観点としては、都市全体の交通ネットワークや防災上のネット

ワーク等が考えられる。また、地域のまちづくりの観点としては、都市計画道路周辺地域

の将来のまちづくりの方針が考えられる。 
見直しの対象路線が主要幹線街路や都市幹線街路等である場合には、広域的な交通ネッ

トワークの形成等の広域的な観点からの整備の必要性の検証を行う必要がある。この場合、

その周辺地域においては幹線街路整備を前提としたまちづくりの方針を考える必要があ

る。なお、都市計画道路の周辺地域が歴史的構造物が多い地域で、その保全が求められて

いる等、幹線道路整備が地域のまちづくり上、望ましくないと考えられる場合については、

当該路線の機能を他の路線で代替する等の措置が必要となる。 
また、対象路線が広域的な観点から必要がない補助幹線道路等と考えられる場合につい

ては、当該路線が広域的な交通を担わないことを確認の上、居住環境、地域防災の観点等、

地域の将来のまちづくりの方針を踏まえて道路整備の必要性を検証することとなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１）従来の都市計画道路の 
必要性の検証 

２）社会情勢の変化等の検証 
 ・社会情勢等の変化 
 ・政策の転換 
 ・都市構造の変化等 

広域的観点からの検証 
 ・交通ネットワーク 
 ・防災上のネットワーク 

地域のまちづくりの観点からの検証 
 ・都市計画道路周辺地域の 
  将来のまちづくりの方針 

３）都市計画道路の変更の必要性の検証 

変更すべき都市計画道路の検討 

都市計画の変更手続き 

地
元
の
合
意
形
成 

既存都市計画で存続へ 

図 都市計画道路の見直しのプロセス 

（出典：実務者のための新都市計画マニュアルⅡ） 
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（２）見直しに当たっての留意事項 

 
都市計画道路の見直しに当たっては、以下の事項について充分留意する必要がある。 

都市計画道路の見直しに当たっては、将来自動車交通需要量の推計、変更理由等の明

確化、住民の合意形成に十分留意して行うことが必要である。 

 
 
 
ａ．将来自動車交通需要量の推計 

都市計画道路の見直しにあたっては、都市交通調査等に基づき、将来自動車交通需要量を

推計し、当該見直しによって都市計画道路網全体として適切な交通処理に寄与することを示

す必要がある。これは、見直しを行う場合、その必要性や効果を定量的に住民に提示・説明

して合意形成を図るためにも有効である。 
見直しが対象の路線が、広域的なネットワークを形成する幹線街路等である場合について

は、原則として都市レベルでの将来交通量等の推計により、広域的な観点から見直しの必

要性を検証する必要がある。また、見直しの対象街路が広域的なネットワークを担わない

補助幹線街路等であると想定される場合についても、幹線街路等の将来交通量の推計によ

り、当該道路が広域的な交通機能を担わないことを確認することが望ましい。 
 
ｂ．変更する場合は変更理由等の明確化 

既決定の都市計画道路については、相当期間にわたる建築制限が課せられている場合があ

る。そうした都市計画道路を計画変更することは、それまで制限が課されてきた関係権利者

にはその制限がなくなり、一方では変更後の道路予定地内権利者等には新たに制限を課すこ

とになる。また、沿道地権者にあたっても計画変更前は道路に面していた地権者がそうでな

くなり、道路計画と関係のない地権者が道路に面することになるなど、多大な影響を与える

こととなる。 
このため、変更を行う場合は、その必要性、効果等を沿道住民に充分に提示し、説明する

ことが必要である。そのためには、単に当該地域におけるまちづくりの観点にとどまらず、

将来の都市のあり方や将来自動車交通需要量等の広域的な観点からも、変更理由等を分かり

やすく整理して提示することが望ましい。 
 
ｃ．住民の合意形成 

都市計画道路の見直しについては、広域的な観点と地域の将来のまちづくりの観点から必

要性等について十分な情報提供を行うとともに、十分に住民の意見の把握を行うことが必要

である。 
特に、広域的な交通を担わない補助幹線街路等である場合については、地域のまちづくり

の方針について地域住民の意向を踏まえることが重要となる。 
都市計画道路変更の必要性の検証を行った後、変更する必要のある都市計画道路について

は、説明会、公聴会等の開催により当該路線に関係する住民等の意見を反映させることが重

要である。また、検証の結果存続することとなる路線についても、対象となる住民について

その必要性への理解を求めることは重要である。また、対象となる住民が広範囲にわたる場

合は、広域的に広報を行っていくことが重要である。 
（出典：実務者のための新都市計画マニュアルⅡ） 
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（３）個別路線の見直しに当たっての配慮事項 

 
ａ．新規路線・延伸路線の計画 

既に都市計画道路網が計画されていて、新規路線または延伸路線を追加して計画する必要

があるのは次のような場合が考えられ、都市全体の道路網の検討によって行うことが望まし

い。 

ⅰ．大規模開発、市街地整備等の土地利用の機能更新・高度化等に伴って必要となる場合 

ⅱ．市街地の拡大や用途地域の変化等、土地利用の変更に伴って必要になる場合 

ⅲ．市街地状況に対して都市計画道路網の密度が不足しており、市街地の高密度化に伴い

効果的な交通処理のために必要となる場合 

ⅳ．既決定の都市計画道路のままでは自動車交通需要等への対応が困難である場合であっ

て拡幅変更に代えて、新規路線を計画する場合 

ⅴ．広域道路網計画、高速道路の IC の設置、隣接都市の都市計画道路計画等に対応して、

当該都市の都市計画道路網が構成されていないために、新規の接続が必要となる場合 

 

ｂ．既決定路線・区間の廃止 

既決定路線・区間を廃止する場合として、当初計画されていた機能や役割が、他の路線や

区間に代替されるか、または土地利用や交通発生集中源等の変化によって当初の機能が不要

となった場合が考えられる。 

廃止の検討に当たっては土地利用や交通処理等の観点から、当該路線や区間の計画決定当

初の必要性に変化が生じたことを検証することが必要である。また、長期にわたって計画区

域内の建築制限を行ってきたことから、その建築規制や活動の状況を把握するとともに、そ

れらの関係者を含む関係地権者への廃止理由の説明を十分に行う必要がある。 
 
ｃ．路線の機能変更 

既決定の都市計画道路の機能を変更する場合としては、土地利用の変化や当該道路に代替

する新たな道路の計画・整備がなされる等によって、既決定の総幅員は変更しないものの、

当該路線に要求される機能が変化した場合が考えられ、その対応は次のように考えられる。 
 

1) 都市レベルの幹線街路から地区レベルの街路への機能変更 

過去に計画された都市幹線街路を都市全体の交通を担わない地区レベルの街路に変更

する場合には、地区レベルの街路にふさわしい横断面構成に変更することが望ましい。

この場合、地区の状況により、特に歩道部の充実を図ることが望ましい地区においては、

道路の総幅員を縮小変更するのではなく、道路の総幅員はそのままで横断面構成の変更

（車線数・車線幅員を縮小し、歩道部を拡大）によって対応することも考えられる。 

（出典：実務者のための新都市計画マニュアルⅡ） 
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2) 地区レベルの街路から都市レベルの幹線街路への変更機能 

この場合には一般的には総幅員の拡幅が必要となるが、総幅員を変えないで必要とな

る車道部幅員（車線数、車線幅員、停車帯、路肩、付加車線）を確保することが可能な

場合もある。この場合には、歩道部の機能について、近くの街路が自転車・歩行者を受

け持つ等により機能確保ができるか検討を行うことが望ましい。 
また、都市レベルの幹線街路への機能変更とすることによって沿道環境への影響が新

たに想定されることから、道路空間内での環境対策による対応と沿道土地利用での対応

をあわせて検討することが望ましい。 
 
ｄ．総幅員・横断面構成の変更（道路構造令の適用の考え方） 

既決定都市計画道路の総幅員・横断面構成は決定当時の道路構造令に基づいて決定されて

いる。一方で、道路構造令は経済社会の変化に伴って改訂され、過去に計画決定された都市

計画道路は現時点における道路構造令が規定する幅員を満足しない場合がある。今後、道路

整備を行う場合には、現行の道路構造令に適合する必要があり、既決定の都市計画の拡幅変

更が必要となる場合がある。 

1) 車線数を４から２に変更 
当初計画の４車線整備を行えば歩道幅員が狭くなり、歩行者交通量が多くてそぐわな

い場合には、関連する他路線に自動車交通需要を分担させて、当該路線では２車線に縮

小し、停車帯及び右折車線を確保して一定の交通機能を確保する。 
その一方で、歩道部では自転車道、歩道、植栽帯等を設けて安全で快適な自転車と歩

行者の通行空間を確保するとともに、良好な沿道環境の形成とコミュニティ空間を形成

する。 
 

2) 歩道部幅員を縮小する 
周辺の道路で自動車交通を代替することが困難で、当該道路でどうしても必要車線を

確保する必要がある場合、当初計画どおりに４車線で整備することとし、自転車や歩行

者を周辺の街路で確保することによって歩道部の幅員を狭くする。 
このときには、周辺における歩行者、自転車ネットワークを見直し、歩行者、自転車

交通が適切に処理されるように措置することが必要である。 
 
ｅ．交差形式・幅員の変更 

都市部の渋滞対策として交差点の改良はきわめて重要である。交差点改良については交通

容量を増大させるために、平面交差の場合は右折車線、左折車線を設置を、立体交差の場合

は高架構造、掘削構造等の交差構造を計画することが望ましい。交差点改良は、新規路線の

整備や拡幅整備よりも費用対効果が高く、また住民の合意形成も得られる場合が多い。 
このため、当該交差点の交通解析を行うとともに、当該道路の機能・役割、現況および将

来交通量、周辺の地形、道路網状況、交通流動状況、土地利用、沿道改築物の状況等から適

切な交差点形状を検討し、その交差点形状に対応した交差点部の幅員に変更することが望ま

しい。 

（出典：実務者のための新都市計画マニュアルⅡ） 
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