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第３２回岡山市都市計画審議会議事録

平成２６年５月１３日（火）開催

～ ～ ～ （ 開 会 ） ～ ～ ～

午後３時００分開会

○事務局

【事務局挨拶】

○会長

【定数確認】

【会議の公開の決定】

○会長

【署名委員指名】

～ ～ ～ （議事進行） ～ ～ ～

【第１号～第２号議案・審議】

○都市計画課 都市計画の変更案につきまして御説明をいたします。お手元の議案の概要

図集、これを用いて御説明したいと思いますので、概要図集を御覧ください。A3 の大き

な分厚い資料集になります。 

 １枚めくっていただきまして、第１号議案「岡山県南広域都市計画道路の変更について

（３・１・岡102岡南線、３・３・岡307竹田升田線）」、それと、第２号議案「岡山県南

広域都市計画道路の変更について（３・３・岡301久米東岡山線）」。２議案とも、岡山

市決定になります。一括して御説明いたします。 

 １枚めくっていただきまして、１ページを御覧ください。まず、都市計画の変更の目的

です。右の図面にありますように、岡山市の幹線道路は都心を起点といたしまして放射状

にのびる「放射道路」と、市街地を取り巻くような「環状道路」からなる「放射環状型道

路ネットワーク」というものを計画しております。そのうち、環状道路につきましては、

市街地に用のない通過交通を排除するとともに、市街地に集中する交通を円滑に分散して

導入することを目的として、内環状線、中環状線、それから市街地全体を取り囲むように

外環状線の三環状線で計画をしております。 

 なかでも、この外環状線につきましては、地域高規格道路に指定をされております。今

回の都市計画の変更案は、外環状線の一部を構成いたします、右側の赤で記しております

変更区間、岡南線、それから竹田升田線、そして竹田升田線に接続します東岡山久米線の

交差点部につきまして、今後の事業化にあたり、地域高規格道路に対応した道路構造へ見

直し、環状道路としての機能強化を図ろうとするものです。 

 先ほど少し触れました地域高規格道路について、少し御説明をいたします。今日お配り
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をしましたお手元の別紙資料１というのがあります。こちらを御覧ください。 

 地域高規格道路といいますのは、都市間を結ぶような、あるいは空港、あるいは港湾等

の物流拠点を結ぶような高規格道路、高速道路を補完するような道路です。大量の交通を

安全かつ円滑に流すため、概ね60km/hの走行速度を確保できる質の高い道路と位置づけら

れています。この外環状線につきましては、平成６年に国土交通大臣の方から地域高規格

道路の計画路線の指定を受けております。 

 この地域高規格道路の要件ですけれども。基本的には、サービス速度が概ね60km/h以上

を確保するということ。それから、車線数が２以上であること。それから、原則交差交通

がないこと。つまり、交差点は立体交差としますということです。ただし、サービス速度

が概ね60km/hを保てる場合には、平面交差も可能という形になっています。 

 それから、道路に取り付ける取り付け道路についても、集約化をする、あるいは本線に

中央分離帯などを設けて、車が自由に出入りできないようにアクセスコントロールを行う

ということになっております。この要件を満たすように、費用対効果あるいは道路の機能、

沿道の土地利用などを考慮いたしまして、道路の構造を決めることになっております。 

 今回の計画では、平面構造を基本としまして、交通量の多い幹線道路など必要な個所に

ついて４車線のうち中央２車線を立体交差する構造を取っております。最も簡易な構造と

しております。 

 先ほど、資料の１ページを御覧ください。次に、都市計画の主な変更内容です。これは、

ちょっと飛びますけれども７ページに大きな図面を入れておりますので、それと対照しな

がら御覧をいただければと思います。 

 まず、岡南線です。岡南線は南区浦安南町から、東区升田までの約8,320mの都市計画道路

です。今回の変更区間は、７ページの図に示しております赤で表示をしたところの区間、

約2,800mの区間になります。この区間につきまして、幅員を50.0mから26.0mに変更いたし

ます。それとあわせて、この路線全体につきまして車線数が今まで未決定でしたので、４

車線と定めます。 

 それから、竹田升田線。これは、７ページの図でいきますと中区西川原から東区の升田

に至る延長約12,460mの都市計画道路です。こちらは、既に４車線という形で決められて

おります。今回変更しますところは、赤色で表示しました延長約3,800mの区間になります。

この区間につきましては、幅員を22.0mから26.0mに拡幅をいたします。 

 それから、都市計画道路の久米東岡山線につきましては、これは岡山市北区の久米から

中区の下まで約12,930mの延長を有する都市計画道路です。この区間で変更するのが、赤

で表示をしました約300mの区間でして、この区間につきましては、幅員を18.0mから24.0

mに変更いたします。それにあわせまして、路線全体として車線数が未決定でしたので全

体を４車線と車線数を定めます。 



3 

 ２ページを御覧ください。２ページには、先ほどの幅員の変更内容の関係を図示してお

ります。まず、岡南線です。現計画が幅員50m、６車線の道路でありますけれども、これ

を下図のように、将来の交通事情を踏まえまして、幅員26.0mの４車線道路にスリム化を

いたします。 

 それから、竹田升田線につきましては、現計画が幅員22.0mの道路ですが、これを下図

のように平面部では車道を４車線確保いたしまして、両側に歩道と自転車道を分離し、か

つ植樹帯を設けるために、幅員を22.0mから26.0mに拡幅いたします。そして、主要な道路

との交差を立体化する計画でおりますけれども、この26.0m幅員というのが立体化する上

で必要最小限の幅員として必要になってまいります。 

 それから久米東岡山線。これは、幅員が現計画が18.0mですけれども、下図のように交

差点部へ付加車線、右側の右折レーンといわれるものですけれども、付加車線を設けるた

めに、幅員を24.0mに拡幅いたします。 

 ８ページを御覧ください。８ページからは、先ほどの変更内容を平面図として表示して

おります。この８ページから11ページまでが岡南線の変更する区域となっております。現

計画では50.0mですが、黄色の区域を都市計画道路の区域から削除いたしまして、青色の

区域に変更したいと思っています。部分部分で幅員は違いますけれども、標準的な幅員とい

うのが26.0mということです。 

 12ページを御覧ください。12ページから16ページにかけましては竹田升田線、それから

久米東岡山線の変更する区間の平面図になります。幅員22.0m。青色で表示しましたのが現計

画になります。ここのところの両側に赤色で表示しましたように、両側に拡幅をいたしま

す。それで、幅員を26.0mにしようと思っています。 

 17ページを御覧ください。ここでは岡南線について、17ページから20ページまでに変更

にかかる詳細な道路構造を示しています。都市計画道路旭東三蟠線とは立体交差をいたし

ます。道路中央の紫で書きましたところ、これが立体部になります。ちょうど、下の図面

でいきますと、A-A断面というのがありますけれども、御覧のとおり、本線の４車線のう

ち中央の２車線を高架構造といたしまして、外側２車線を平面構造で、旭東三蟠線と平面

交差をするという形式を取っております。その他の区間につきましては、橋梁部を除き、

この路線については平面構造と、基本的には平面構造としております。 

 21ページを御覧ください。竹田升田線につきましては、21ページから25ページまでに変

更にかかる詳細な道路構造を示しております。都市計画道路藤原中原線との交差部につき

ましては、これ以西の外環状線の部分がまだ決まっていないということもありまして、暫

定的に平面交差をする計画としております。 

 次に、22ページ。都市計画道路桑野雄町線との交差部。これは、下の図面にありますM

-M断面というのをごらんいただきますと、中央２車線が高架、外側２車線が平面交差をす
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る構造としております。そのほか、22ページから23ページにかけまして、地域内の主要な

道路と立体交差する計画としております。それから、23ページの一番右側に県道東岡山御

津線という道路がありますけれども、この道路とは平面交差する計画です。 

 それから、24ページを御覧ください。ここの部分は東岡山駅の東側の方になります。J

R山陽本線と山陽新幹線を横断する部分の構造になります。Q-Q断面というのが真ん中の上

にあります。このとおりで、JR線路を地下で横断します。この区間につきましては、政令

指定都市移行前から既に事業を進めておりまして、このたび、事業区域に合わせて都市計

画の変更をしようと思っております。 

 25ページを御覧ください。これは、都市計画道路久米東岡山線の交差部になります。右

側にS-S断面というのがあります。このとおり、中央２車線が立体交差する計画としてお

ります。 

 前に戻ります。１ページにお戻りください。１ページの「３ 手続きの流れ」を御覧く

ださい。都市計画の変更の手続きですが、これまでに原案の公告・縦覧を行いまして、公

聴会を１月29日に開催いたしました。公聴会の記録につきましては、この資料の最後のペ

ージに添付しております。それから、案の作成を行いまして、案の公告・縦覧。これを４

月４日から４月18日まで行いました。この案に対して意見書が提出されていますので、そ

の用紙を本日追加いたしました資料２でお示ししております。 

 今後の手続きですが、今日の市都市計画審議会で承認をいただければ、引き続いて岡山

県知事との協議、あるいは久米東岡山線につきましては国土交通大臣の協議を経て、最終

的に６月ごろ都市計画の変更を行っていきたいと考えております。 

 追加資料２を御覧ください。今日お配りした別紙資料２になります。今回の案の縦覧に

際しまして、関係者の方から意見書が６件提出されました。それは、すべて竹田升田線に

関わる意見書です。そのうち５件については共通した内容でした。 

 一番目に書いています「１．N0.24付近の方」というところで、５人の方から同じよう

な御意見を頂戴しております。要旨を御説明いたします。「中井及び土田の交差点」、中

井といいますのは先ほどの参考資料21ページの都市計画道路藤原中原線との交差点部に

なります。土田といいますのは県道東岡山御津線の交差部になります。この２つの交差点

が、「将来立体交差で施工されるに至った場合は高架を反対するものではないが、現時点

で中間地点を高架にすることについては反対する。幅員22m、４車線平面道路での実現を

望む」というような御意見でありました。 

 これに対する私ども市の見解といたしましては、「①高架の必要性について」。これは、

先ほど御説明をしたとおりでございます。「②中井及び土田の交差点と高架の整備時期に

ついて」ということで、先ほどの都市計画道路藤原中原線（県道原藤原線）との交差部以

西につきましては、外環状線の計画が未だ決まっていないため、当該交差部につきまして
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はこれまでどおり平面交差で計画をしております。それから、県道東岡山御津線との交差

部につきましては、東側の事業中区間において、JR在来線・山陽新幹線の地下を横断する

計画で現在事業を進めておりまして、本路線の走行性あるいは安全性等に配慮した結果、

平面交差としております。 

 それから、今回都市計画を変更しようとする区間につきましては、供用した段階で既に

一日３万台程度交通量が見込まれておりますので、その交通量を流しながら、再度供用後

に高架部分を整備するということは交通処理上不可能であるということから、今回の当初

の事業化の段階から高架部分の整備を行う計画としております。 

 それから、もう１点の意見書です。「２．No.7付近の方」ということで、ちょうどこれ

は先ほどの参考資料の21ページの立体部付近のことについての意見書になります。「都市

計画道路の内容は承知していますが、このたびの大幅な変更が想定できていれば自宅を建

設しませんでした」「自宅前に迂回となる側道が計画されているが、騒音、振動、排ガス

等による健康、建物美化に影響を受ける。また、側道により交通上の危険に巻き込まれる

可能性もある」ということです。それから、「高架の建設により、景観が損なわれ、違和

感、圧迫感が生じる。交通事故等の発生が懸念されるため、平面交差が望ましいと考える」

という御意見でした。 

 これに対しまして、私ども市の見解といたしましては、都市計画で高架構造にした必要

性については先ほど申し上げたとおりです。それから、「②当該区間の立体交差について」

ということで、ここは地域内の主要な生活道路との交差部にあたります。特に、景観や経

済性を考慮しまして、他の都市計画道路の高架部分と比べますと高さをあえて低く抑える

という措置をとっております。 

 それから、「③側道について」ですけれども、これは、竹田升田線によって、当該道路

によって分断される生活道路の機能復旧を図る上では必要な道路になりますので、これは

必ず設ける必要があると考えております。それから、当該地における騒音、振動、排ガス

等につきましては環境影響評価等もやっておりますが、環境予測の結果から影響は少ない

と考えております。 

 「④交通安全について」ですが、今回の計画、単独、交差点部、あるいは側道の交差方

法、通行方法につきましては、交通の円滑化はもとより安全性の確保にも配慮して計画を

したつもりでおります。今後、事業化にあたりましては、交通管理者との協議を経て、よ

り安全な道路となるよう必要な交通安全施設等を設置するなど努めてまいりたいと考え

ております。 

 説明の方は以上です。審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの説明に関しまして

御審議をお願いしたいと思います。なお、説明のありました第１号議案と第２号議案をま
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とめて御審議をお願いいたします。 

○委員 別紙資料２で御説明いただいた、賛成できないということですが。例えば迂回と

なる側道の計画というのは具体的にどこのことで、なぜどうなのか。どういう道路なのか、

御説明をいただければと思います。 

○都市計画課 「２．No.7」の方ですね。これは、お手元の参考資料でいきますと、21

ページの真ん中のところです。これは、高島地区の主要な道路と交差をする部分です。こ

こが、K-K断面に示しておりますように少しかさ上げをして南北との横断を確保し、それ

から、この道路から地域内に出たり入ったりできるような構造にしております。ちょうど、

この北側に位置する方からの今回の御意見になります。 

 特に言われていますのが、このように、今回22.0mで道路がつくられるというのは既に

承知の上でここに土地を求めて建物を建てたのだけれども、26.0mに拡幅されて高架にな

るということは知らなかった。もし、高架になれば、それに対して目の前に少し高架部分

が壁みたいに見えるものですから、前方の景観が損なわれる、あるいは圧迫感が生じると

いうことを御心配なさっているようです。 

 それからもう１つ、北側に都市計画道路の赤の線。赤の中が都市計画道路になりますけ

れども、赤の外側に側道のようなものを造っています。この側道といいますのが、竹田升

田線によって地域内の道路、ちょうど西側に１本道路があります。それが、この道路によ

って分断されるようになっています。それから、同じく東の方に、側道の端まで行きます

と、そこに市道がもともとあったのですが、そこがこの道路によって分断される。分断さ

れて南北の行き来ができなくなりますので、その機能回復のためにここに側道を設けまし

て、ちょうどこの真ん中の部分で南北の連絡をしていただこうと考えています。地域の利

便性を考えると、側道は必要だと私どもは考えています。 

 それから、先ほど私が立体部については少し高さを抑えていますという御説明をいたし

ました。これは、21ページと22ページを見比べていただければわかります。22ページの方

が、高さが高いと思います。この22ページのところが都市計画道路桑野雄町線との立体交

差部になります。ここは当然大型車が通りますし、この高架の下に右折レーンを取らない

といけないということで、高架はかなり高い構造になっておりますが、こちらの高島の2

1ページのK-K断面の方は、御覧のとおり橋梁の形式ではなくて盛土をしたような形式にし

て、その中を通れるように考えています。ここは主要な区画道路になりますので大型車の

交通量等がほとんどないということで、普通の乗用車が通れるだけの高さを確保するとい

うかたちで考えております。一般部に比べると可能な限りかさ上げ部についての高さは低

く抑えて、景観上あるいは経済的な配慮をしたという形です。以上です。 

○委員 ありがとうございました。よくわかりました。側道については、これがないと日

常の通行に不自由をきたすということで理解すればよろしいのですね。 
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 あと、側道部分については車線がない。どちらに行ってもいいという道路が北と南に１

本ずつできると理解すればいいのですか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 はい。対面通行が可能な道路です。 

○委員 それから、先ほどのNo.7の「賛成できない」ということの、岡山市の見解と対応

の中で、側道についての環境問題ですね。「排ガス、振動、騒音については、影響は少な

いと考えていますが、供用後の状況において調査を行い、適切に対応していく」、どんな

対応があるのかなと思うのですが。どういうことを具体的にお考えなのか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 基本的には環境予測等をやっておりまして、騒音も環境基準を満足してい

ると考えておりますが、もし騒音が激しいというようなお話があれば、そういったことに

ついては供用後もう１回騒音調査等をやって、もし仮に環境基準を超えているということ

がありましたら、その時点で例えば遮音壁を設けるなど、そういった措置について協議さ

せていただきたいと思っています。 

○委員 真摯に対応していただけるということなのですが、基本的には地域の方がこれま

で用水沿いを通っていたのを、そういう方が通られるということで、この側道を置くこと

によって交通量が新たに増えるということではないと判断されていると、理解してよろし

いですか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 そのとおりです。騒音等も、むしろ本線の交通量が多いものですから、そ

ちらの影響が大きいと思います。側道の方は地域の生活道路ですから、そんなに交通量が、

ここに側道を設けることによって増えるということはあまり考えられないと思います。 

 よろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 地元の方では、やはり道路が東西に行くということで、南北の生活道路が分断さ

れるということで御心配がたくさんあったかと思うのですけれども。その点への配慮とい

うのはどこをどう変えたのか、ちょっと御説明いただけますか。変えたところがあれば。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 はい。当初、地域の方に設計協議でお持ちしたときの考え方といいますの

は、この図面でいきますと、竹田升田線の場合は22ページの都市計画道路桑野雄町線との

立体交差、それから少し東へ行きまして、すぐ隣の、市道名は書いておりませんが、南北

に通るのが市道湯迫雄町線といいまして、これは四御神の住宅団地の方から通ってくる道

路であります。この２カ所について、基本的に立体交差をするというかたちで、地域の方
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に設計協議にまいりました。やはり、地域の方は、今言われましたように南北の連絡、今

は不自由なく行けているものがこの道路によって分断をされて行き来が非常に不自由に

なるのは困るというお話等もありました。 

 ただ、どこでも横断してしまいますと、本来の道路、地域高規格道路という高水準のサ

ービスを提供する道路ですから、その使命が果たせません。そういうことで、地元と協議

をした結果、先ほどの21ページの立体部ですね。これが、高島小学校の通学路にもなって

いまして、それが高島地区の主要な区画道路の位置づけがあるということで、この取り付

け道路の方をここ１カ所に高島地区では集約をするということで調整をいたしました。 

 それから、もう１点が23ページの方です。これが東岡山高校の近くになりますけれども、

これは道路の南北が住宅市街地です。ここにつきましても、地域の方々から、今までどお

り可能な限り通れるようにしてほしいという御要望を受けまして、ここに書いています３

カ所に限定をして高架構造にするという形で、南北の通行ができるように考慮いたしまし

た。以上です。 

○委員 ということは、もともとの計画ではそれはなかったと理解したらいいのですか。

今、説明があったところについては、高架にすることによって下を自由に通れるようにし

たということで、地元の望むように変えたと理解したらよろしいですか。 

○会長 事務局。 

○都市計画課 はい。そのとおりです。ただ、自由に行き来と言いましても、道路と交差

をして、そこは交差点になりますので、信号が付いていますから、今までどおりというわ

けにはいきません。ただ、地域の方もそうすることによって本線からの出入りもできるよ

うになりますので、利便性としては、こういう道路が付くということは市民にとっても非

常に有効なことではないかと思います。 

○委員 ということで、地域の御理解をいただいたということでよろしいのですよね。 

○会長 事務局、どうぞ。 

○都市計画課 はい。私ども、竹田升田線につきましては、全線で説明会等も14回程度地

域の方とやらせていただきました。その中で、概ね御了解をいただいたものと理解してお

ります。ただ、先ほど意見書がありましたように、６名の方からはこの計画に対しての御

意見が出たという状況です。 

○委員 もう１つ。１ページに全体の図があるのですが、ここで見ると、今回の変更区間

の北側は黒になっているので、西の北です。ここはできているということになるのですね。

そこから、先ほどの21ページの藤原中原線との交差点は平面でいく。こういう理解でいい

ですか。 

○会長 事務局。 

○都市計画課 はい。外環状線のルートとしては先ほど言いましたように北側に登ってい
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くわけですけれども、ここは、外環状線として必要な機能がきちんと確保できているかと

言われると、できておりません。あくまでも通れるという暫定供用という形ですから、ま

だ計画自体がない中で供用できていると御理解ください。 

○委員 県道藤原中原線との交差点が平面だというのは、最初の60km/hをサービス速度と

してということと、ちょっと矛盾するところがあるのかなと思うのですが。これについて

は今後の課題、北側の拡幅や、そういうことと一緒にまた変更をということになるという

意味ですか。 

○会長 はい、どうぞ。 

○都市計画課 はい。ここの交差点部につきましては、北側の計画とあわせて一体的にこ

の構造については将来的に検討いたします。 

○委員 わかりました。 

○会長 よろしいですか。ほかに御質問・御意見ありましたらお願いいたします。 

○委員 すいません。今日の議題ではないのですが、１ページの外環状線の件です。吉備

サービスエリアから暫定的に東へずっと、今の供用開始をしたのですかね、丸印はずっと。

今、通れるようになっておりますね。わかりますかね。吉備サービスエリアに行くところ

の外環状線の部分で、赤い区間が事業中の区間と、それから上に行ったら、今度は丸く未

供用区間というのがあります。 

 これも、上のサービスエリアへつなぐのはいつごろになるのですか。今日の議題とちょ

っと違うのですが。ちょうど図面が１ページにあるから、ちょっと教えていただきたい。 

○都市計画課 はい。今、赤で表示しましたところですね。これは国土交通省の方が事業

を進めている区間です。 

○道路計画課 道路計画課長です。今おっしゃられた国道180号から北の赤いところです

ね。こちらは、国道180号の総社・一宮バイパスと申しまして、国の直轄事業で今事業を

やっているところです。お尋ねの吉備サービスエリアから180号の現道までのいつ完成す

るかということですけれども。今、国の方が発表しているのが、吉備サービスエリアより

ちょっと南になるのですが、市道の松尾楢津線というのがあります。国道180号の楢津の

ところから北へ1.5km、北区の一宮山崎というところです。そちらにつきましては、平成2

7年度の供用。こちらも暫定供用になると思いますけれども、平成27年度に供用したいと

いうことで発表しております。 

 それから、吉備サービスエリアまでにつきましては、まだ供用の年というのがはっきり

していない。そういう状況です。引き続き工事は吉備サービスエリアに向けてやるのです

が、まだはっきりしていないということでございます。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 ありがとうございました。ちょっと議題から外れまして申しわけないのですが、
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ちょうど図面がありましたのでお尋ねしました。ありがとうございました 

○会長 ほかに、御質問・御意見ありませんか。 

○委員 目的のところに、「環状道路は市街地に用のない通過交通を排除するとともに、

市街地に集中する交通を円滑に分散導入することを目的にする」と書かれております。そ

れで、将来交通量も変わらず、このネットワークがすべて完成すればそのとおりになると

思うのですが。途中の段階、特に竹田升田線のようなところで、周辺の宅地開発等の余地

がありそうなところだけが先行して完成した場合に、逆に、道路交通を増やしてしまうよ

うな可能性はないのかなということを、ちょっと心配しております。 

 もし、そういった可能性があるという場合に、ここは道路のことだけを考える場所なの

かもしれないのですが、そういった局面がある場合に、公共交通の推進策のようなものと

セットで、トータルな交通計画というものをお考えになるようなことはしていらっしゃる

のかどうかということを御伺いしたいと思います。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 １つ、今回の竹田升田線を整備する区間につきましては、これと今並行し

て現道国道250号が通っています。これが、朝夕交通渋滞が激しい渋滞ネックになってい

るところです。それとあわせて、新幹線の側道部分につきましても、やはり東部方面から

朝夕大量の交通量が発生するということで、渋滞が激しくなっているようなところです。

あわせて、この辺りは鉄道で南北に分断されておりますので、東西の行き来が非常に不便

であるということがあります。そういったことを解消するために、今回この外環状線、ま

だ外環状線自体が総延長38kmぐらいありまして、40パーセント程度しかできていない状況

ですけれども、その中で緊急性が高いということで、今回この区間について整備をする運

びとなりました。 

 それから、もう１点。公共交通との施策のことを言われたのですが、私ども、やはり道

路交通も大切ですし、一方では公共交通というのも当然きちんと考えていく必要がある。

特に岡山市の場合ですと、これからの交通体系といいますのは公共交通を基軸とした交通

体系を描いて、コンパクトなまちづくりをやっていこうということを、１つの施策の柱に

しております。 

 一方ではそういう朝夕の渋滞対策のためには、この路線ではありませんけれども、公共

交通を使いやすいようなサービス水準の向上や、あるいはパーク＆ライド、あるいはサイ

クル＆バスライドなど、道路政策と並行しながらも公共交通を十分使っていただくような

施策というのはやっていっている状況ですし、引き続き公共交通施策については重点を置

いてやっていきたいと思っています。 

 ただ、こことどのように公共交通がリンクしているかということは、なかなかスパッと

はお答えできない、しづらい部分です。 
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○会長 次、どうぞ。 

○委員 ありがとうございます。先ほど、前段で触れられたとおりの話で、若干話をお聞

きしたいのですが。竹田升田線と、250号線の交差の渋滞の部分ですけれども。５ページ

のところにもありますけれども、変更理由ということで、「環状道路は市街地に用のない

通過交通を排除するとともにうんぬん」ということでありますが、25ページに、ちょうど

図面がありますように、中心市街地に行かない道路ということで、この図面でいうと、宍

甘の交差点に向かって北側から朝入ってくる車というのは、通過しない車ということで、

ここへの流入はかえって増える可能性が１つはあるということが考えられます。それは、

中心市街地に向かわない車がここに流入するということですね。 

 それから、実はこの交差点より西のところ。300mぐらいが都市計画決定区域ということ

で拡幅の計画が示されておりますけれども。このワールドインダストリーさんからあと5

00m少々が上り１車線になっておりまして、ここの交差点改良では中心市街地に行く車線

の増加というのはなくなるわけでありまして、この西が確実にボトルネックになる。そう

すると、中心市街地を避けるために入ってくる西からの車が増えて、出ていく車は変わら

ないので、渋滞そのものは、西に向かって既存道路は増える可能性があるのではないかと

いう懸念を持っています。 

 直接の交差点改良ではありませんけれども、この交差点について、そこの渋滞緩和につ

いてはどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。 

○会長 事務局、よろしいですか。お願いします。 

○道路計画課 道路計画課長です。今、この都市計画道路ができたら宍甘の交差点の渋滞

が余計激しくなるのではないかというお話だったと思うのですが。まず、都市計画道路が

できたときに、東の方の交通量については現在とあまり変わらないぐらいの交通量と予測

しております。それで、ここの交差点の需要率といいまして混み具合の値を推定している

のですけれども、それも基準内に収まるということですから、あまりここで混雑するとい

うことはないだろうと予測しています。 

 それから、宍甘の交差点から西について、今計画されているインダストリーですか、そ

れから先が片側１車線になる。そこまで２車線にして、あと１車線という話がございまし

たが、こちらにつきましては、それから西に向けて東岡山駅の駅前広場から250号へ結ん

だ新しい道路があります。それの１つ西の、長岡西の交差点のところが、そこから西につ

いては現在岡山方面２車線になっています。そこまでの宍甘の今のここに計画されている

ところから長岡西までの交差点の間につきましても、岡山駅行きの車線について１車線を

２車線にしたりということで、今検討を行っています。宍甘と長岡西の間に交差点が、長

岡と東岡山駅口というのがあるのですが、その交差点も含めて改良の検討を行っています。

当然、東からの交通について円滑にさせるためにできるだけ竹田升田線と同時期の整備を
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目指していきたいと考えております。 

○委員 ありがとうございます。通過交通を含めて円滑になるための道路整備でございま

すので、同時期の整備を目指しているということでございますので、振動調査も含めてし

っかりと御検討いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員 費用のことについて御伺いしてもいいのかどうか、ちょっとわからないのですが。

最初の説明で、費用対効果も考えてやっていますという説明もあったかと思います。これ

は、４車線をずっと高架にするよりは２車線にした方がいいという判断と理解はしている

のですが。これは、具体的にはどれぐらい違ったのかというのはわかるのでしょうか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○道路計画課 道路計画課長でございます。いろいろ推定しているのですが。中井から土

田の2.7kmについて、現在の計画でいきますと100億円程度です。それを全部高架でいきま

すと1.7倍ぐらいかかるということで、かなり莫大な費用がかかるということで今のよう

に主要交差点に集約して、コスト縮減を図っているということでございます。 

○委員 ありがとうございます。1.7倍を一番にしているということですね。例えば、今

回議題にあがっている区間でもいいですけれども、すごく壮大な計画に見えるのですが、

大体総額どれぐらいかというのは御伺いしてもいいのでしょうか。 

○道路計画課 現在、事業費については事業評価に向けて精査中なので、ちょっと控えさ

せていただけませんでしょうか。 

○委員 わかりました。費用対効果にも効果が見込めるのだという前提で考えないといけ

ないのかなと思いましたが、資料を見せていただきましたように、No.7付近の方の御意見

は非常に同感できるところもあるのかなと思っているのです。御自身の自宅を建てるとき

には都市計画を踏まえた上での計画だったのだけれども、今回の変更で唯一の財産をだい

ぶ差し出さないとならないのかもしれないのですが。そこで気になったのですけれども、

高規格道路は外環状が当たるのであって、聞きたいのは、こういう大幅な変更が、数ある

都市計画道路、たくさん市内には走っていて、それを見越した計画を立てている方もたく

さんおられるのだと思うのです。大幅な車線の変更などが考えられるのは外環状のところ

のみになるのでしょうか。もしわかれば。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 はい。今回の場合は、多分平面交差で計画していたものが立体部分も発生

するということで、幅員も全線にわたって広がっております。同じように、外環状線で今

回まだ変更していない竹田升田線の東側の区間等につきましては、将来この計画のかたち

でいくということになれば、変更が発生する可能性があります。ただ、こういう都市計画

の変更も、今回のように大幅な変更をする場合と、あるいは、事業のときに、どうしても

都市計画の決定というのはかなり以前に計画をしているものですから、今の道路構造基準
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に合わないとか、今回のように新しく地域高規格道路の指定がされたということで、古い

計画に新しい基準を当てはめると、幅員がどうしても足りないというケースが多々出てき

ます。そのときにつきましては、将来事業化をする段階で変更を逐次やっていきたいと思

っています。それから、今回は大幅な変更ですが、小規模の変更、部分的に若干拡幅の必

要性がある、あるいは交差点の改良の関係で交差点部が少し拡幅になるということは、こ

れからも少なからず出てくると思っています。 

○会長 はい。 

○委員 意見だけにはなるんですが、この都市計画の線が既に入っているが故に、例えば

そこを買うなり、何かする市民の方は、一応それを想定されてしまいます。なかなか断定

はできないのですが、ここまで詳しい変更や図は出ない段階にしろ、変更の可能性がある

線かどうかということの情報提供を早目にしてあげていただきたいなと思っております。 

○会長 それでは、どうぞ。 

○委員 環境影響について、考え方を教えていただきたいと思います。道路がもともと外

環道路で、通過交通をそちらの方に流すことが想定されていて、今回はまだ全体の40パー

セントという話ですので、部分的であって、交通量が最終的に想定される量よりも少ない

です。そういう中で環境影響評価というのは、どの時点のものを想定されたのか。将来、

住宅もできるでしょうし、交通量が多くなってくるというのは明らかですので、将来交通

量が増えたときに、環境影響評価というのはどこでどういうふうに評価され、また変更さ

れていくのか。既存の道路についても、道路が拡張されれば、それだけ交通流量が増える

と思うので、そこでまた従来の環境影響が変わってくると思います。そういう環境影響の

保全の考え方というものを教えていただきたいというのが１点です。 

 先ほど費用対効果というふうにおっしゃっていました。費用の計算はすぐできますが、

効果の計算はどのように、どういうものを定量化されて、それを指標として案を評価され

たのかというところを教えてください。 

○会長 お願いします。 

○都市計画課 先ほどの環境影響評価の基準は、この区間が整備されたときの交通量とい

うことではなく、この都市計画道路全域が共用したと考えたときの平成42年時点での交通

量で評価をしております。そのときの竹田升田線はちなみに日中あたり約３万台で、その

交通量をもとに騒音予測、あるいは振動の予測を実施しております。 

 それから、もう１点が費用対効果のベネフィット（便益）の方ですが、それにつきまし

ては共通して、客観的に経済換算ができるものということで、今までの手法として用いて

いますのは、走行時間短縮便益・走行経費減少便益・交通事故減少便益、この３便益をも

って総便益と考えています。ただ、本来はこれ以外にいろいろな便益が考えられます。こ

この場合は別として、一般の道路であればもっと沿線の開発の経済効果であるとか、二酸
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化炭素の軽減効果であるとか、いろいろなことがあります。しかし、やはり今、日本にお

いて客観的に見られるということで３便益を全国の共通として使っています。 

○委員 最初の質問の答えについては過去に予想されている交通量をそのまま使ってい

るということになっていますが、それは現状のものと比べてかなり大きな差が出ていませ

んか。 

○都市計画課 今回の場合は、いずれも新設道路になりますので、今現状でこの路線の交

通量は発生しておりません。ベースになりましたのが、平成17年の交通センサスで、交通

量等を調査しております。その結果をベースにしながら将来の人口の伸びなどを踏まえま

して、平成42年時点での発生集中交通量を求めまして、それをこの都市計画道路全体の道

路ネットワークの方に交通量配分をして，その結果将来的にこの竹田升田線については約

３万台程度の交通量が見込まれるということですので、その３万台を基準に環境影響評価

を実施しました。 

○委員 多分通過交通量がだいぶ違うのではないかと。工場もできたり、物量が増えてき

ているのではないかと思います。そういうところをぜひ注意していただきたいと思います。

それから、モニタリングとそれについての住民への公表、騒音、大気汚染などの定期的な

モニタリングなどもソフト的な対応として考えていっていただきたいというような意見

をさせていただきます。 

○会長 よろしいですか。それでは、ほかに何か御質問や御意見はありますか。 

 特にこれ以上の御質問・御意見はないようですので、決を採らせていただきたいと思い

ます。第１号議案と第２号議案を合わせて決を採りたいと思いますが、委員の皆様方、よ

ろしゅうございますでしょうか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【第１号～第２号議案・議決】

○会長 それでは、第１号議案岡山県南広域都市計画道路の変更について、第２号議案岡

山県南広域都市計画道路の変更について、この２件につきまして、当審議会として「原案

どおり承認する」ということでよろしゅうございますでしょうか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 ありがとうございます。それでは、本案件につきましては「原案のとおり承認」

するものといたします。以上で、本日の案件の審議を終了いたします。 

○事務局 ご審議ありがとうございました。 

午後４時１１分 閉会

～ ～ ～ （ 閉 会 ） ～ ～ ～


