
－ 令和元年度第２回都市計画審議会 －

道路ネットワークのあり方について

R01.11.18 西脇市 都市計画課

資料３



■前回のふりかえり
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２ 課題の抽出・整理

・西脇市域幹線道路網整備計画調査 （Ｈ10.3）
・西脇市幹線道路網整備計画のまとめ （Ｈ10.7）
・西脇市の幹線道路網整備方針 （Ｈ11.3）
・西脇市道路整備プログラム （Ｈ11.6）
・都市計画道路網見直しの考え方 （Ｈ16.9）
・都市計画道路網の見直しについて （Ｈ26.3）

（第２期）
・西脇市幹線道路ネットワーク検討業務（Ｈ30.3）

１ 現状の把握

関係機関との調整

・都市計画審議会（8月20日）

３ 方向性の検討

４ 基本方針の作成

・都市計画審議会（11月18日）

都計道路見直し方針の検討

過去の資料

・道路の整備状況
・交通量
・過去の資料とりまとめ

・人口減少
・要望箇所、懸案箇所
・将来交通量
・長期未着手路線

・位置付け
・地域の実情
・見直しの必要性（選択と集中）

■全体的な進め方について

・都市計画道路網見直しガイドライン（兵庫県）
（ステップ３）
→市町の視点に基づく必要性の検証

（地域固有要素による検証）

２ 課題の抽出・整理

１ 現状の把握

３ 方向性の検討
都市計画審議会

加東土木事務所
多可事業所
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■都市計画道路について

●路線数 16路線
●総延長 43,100ｍ
●整備率 62.6％（Ｈ31.4.1）

市街化区域

市街化調整区域

加東市

○都市計画道路とは

【都市計画道路区域内の建築物の制約】

● 建築の許可

・階数が２以下、かつ地階を有しないこと

・主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリー

トブロック造等であること

● 都市計画法に基づいて都市計画決定された道路

→安心で安全な市民生活と機能的な都市活動を確

保する都市の骨格となる道路

● 高度経済成長期に多くの計画が決定されてきた。

● 区域内は建築物に一定の制約がかかる。



■都市計画道路の整備状況一覧
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番　号 道　路　名 計　画 改良済 概成済 計画-改良+概成

（S25.３.31）

H13.10.23

（S25.３.31）

H13.10.23

（S32.12.23）

H13.10.23

（S32.12.23）

H25.3.5

（S32.12.23）

H31.3.1

（S32.12.23）

H18.3.7

（S32.12.23）

H13.10.23

（S32.12.23）

H13.10.23

（S32.12.23）

H13.10.23

(S44.５.20)

H13.10.23

（S46.12.27）

H13.10.23

（S46.12.27）

H13.10.23

（S62.12.１）

H13.10.23

（H５.５.25）

H13.10.23

（H10.７.31）

H13.10.23

（H10.７.31）

H13.10.23

43,100 23,200 3,790 16,110 9,080

名　　　称
告示年月日

経
過

年
数

代
表

幅
員

延長(ｍ) 未整備区間 長期
未着手

0 950 950

2 西脇中央線 15 430 430

1 高田井鹿野線 69 16 3,360 2,410

0 完了 0

3 上戸田蒲江線 12 2,740 0 2,740 完了 0

4 西脇上戸田線 18 1,550 0 0 1,550 0

5 野村蒲江線 61 12 5,080 3,220 0 1,860 1,860

6 和布郷瀬線 61 18 3,060 1,240 1,050 770 770

7 重春安田線 12 5,310 5,310 0 完了 0

8 西脇芳田線 12 1,970 1,420 0 550 0

9 西脇明石線 61 12 5,110 1,690 0 3,420 3,420

10 明石氷上線 30 3,940 3,400 0 540 0

11 西脇滝野線 47 12 3,090 1,340 0 1,750 1,750

12 野村西高線 47 12 880 550 0 330 330

13 高田井線 12 1,020 1,020 0 完了 0

14 野村大池線 14 680 680 0 完了 0

15 西脇氷上線 37 4,390 0

0 完了 0

0 4,390 0

16 寺内天神池線 16 490 490



■西脇市幹線道路網整備方針図
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東西道路＝西脇中央線・西脇上戸田線
南北道路＝西脇明石線・和布郷瀬線
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■都市計画道路 長期未着手路線の状況

43,100 9,080計

計画延長
(ｍ)

道　路　名

330

1,750

野村西高線 47 12 880

西脇滝野線 47 12 3,090

3,420西脇明石線 61 12 5,110

770

1,860

和布郷瀬線 61 18 3,060

野村蒲江線 61 12 5,080

950

長期
未着手

高田井鹿野線 69 16 3,360

経
過

年
数

代
表

幅
員

高田井鹿野線



■基本方針（案）
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都市計画道路の整備状況

道路整備に係る課題の変化

道路整備を取り巻く社会経済情勢の変化

道路整備に係る上位計画

【道路整備に係る基本的な方針】

①コンパクトで持続可能なまちづくり、安全・安心のまちづくりを実現する道路整備
・中心市街地（まちなか）の生活利便性、安全性・防災性を高めるシンボル道路の整備促進

・市中心部と郊外部のアクセス性を高める道路の整備促進

・都市拠点や鉄道駅へのアクセス性を高める道路の整備促進

②地域活力・地域経済の活性化に寄与する道路整備
・広域連携による観光交流等の活性化に寄与する道路の整備促進

・産業振興等による地域経済の活性化に寄与する道路の整備促進

③社会経済情勢の変化等を踏まえた、持続可能な道路ネットワークの構築
・道路整備の必要性の変化や代替機能を果たす道路の整備状況、整備の実現性等を見極めつつ、必要に応じて都

市計画道路の見直し（廃止・変更）を実施

■方向性の検討 → 基本的な方針



道路ネットワークのあり方検討に係る考え方
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基本的な視点

● 視点１→社会経済情勢等を踏まえた道路整備の目的や必要性の変化

○長期未着手の都市計画道路については、社会経済情勢が変化する中、決定当初の目的や必要性に変化が生じている

○経緯と現状

○道路の整備状況等を踏まえ、道路ネットワーク上の課題解決の視点を踏まえた検討

○ネットワーク上の課題解決への貢献度

○西脇市幹線道路網整備方針

○第２次西脇市都市計画マスタープラン

○西脇市立地適正化計画

○新庁舎・市民交流施設整備事業

● 視点２→道路ネットワーク上の課題の解決

● 視点３→目指すべき将来都市構造との関連性

● 視点４→主要プロジェクト等との関連性

○道路整備に係る支障物件の状況

○他の都市施設（鉄道・河川等）との関係

● 視点５→道路整備の実現性



（都）高田井鹿野線
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経緯と現状→視点１

●過去に事業化に向けた設計調査を行ってきた経緯がありますが、八幡神社の参道を横断

する計画法線について、地元の合意が得られず長期未着手の状態となっています。

●過去の検討では、交通処理機能に関して高い評価となっていましたが、都市防災、まち

づくりの視点などを総合的に評価し、東西道路（国道427号）の整備を優先しています。

●国道 175号から八幡神社までの区間は、西脇病院の建替えに合わせて現道を拡幅してい

ます。※現道約２ｍ → 車道5.0ｍ 片側歩道2.5ｍ（全幅7.5ｍ）

課題や上位計画との関連→視点２～４

直近の見直し評価
（Ｈ26年度）

・周辺部の現道が狭隘で事故が多発していることから、バイパスの整備が必要
「存続」としています。

ネットワーク上の
課題解決

・流出入幹線道路としての整備促進が求められます。

幹線道路網整備方針
にける位置付け

・国道175号（広域幹線道路）と接続する「流出入幹線道路」

都市マス・立適
における位置付け

・位置付けはありません。



（都）高田井鹿野線
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道路整備に向けた課題→視点５

●神社の敷地を横断する計画であり、横断には特段の配慮（アンダーパス等）が必要です。

●Ｓ46年の計画変更の際には、自然環境、神社の尊厳・風致、住環境の保全を望む視点か

ら、多くの意見書が提出されています。

●用地確保や移転補償に多くの費用が必要となる他、年数は経っているもののこれまでの

経緯から地権者の合意形成等に相当の時間を要することが想定されます。

廃止も含めた検討を行います

●市街地への流出入幹線道路としての機能を有する路線は、（都）西脇上戸田線（国道

427号）があり、現在事業中です。また、交通量も7,945台/日、混雑度0.60と、周辺の交

通処理は円滑な状況となっています。

●道路整備に向けた課題が多くある一方、西脇病院へのアクセス道路となる（市）上野上

戸田線が整備されたことや（市）西脇病院線と合わせ代替機能を果たしていると考えられ

ることから、当該路線については廃止も含めた検討を行います。



（都）高田井鹿野線
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●廃止を含めた検討には、次の点について留意することが必要です。

①長年にわたり建築制限をかけてきたことに対する地権者への説明責任

②都市計画道路ネットワークとしての整理

③当該路線の廃止が周辺道路に与える影響の検証（交通量配分による検証）

① ② ③

④

（市）上野上戸田線（代替機能）

八幡神社

国道427号
②

④

上野 支障物件 R175号～八幡神社 片側歩道整備済み



（都）野村蒲江線
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経緯と現状→視点１

●当初決定（Ｓ32年）は幅員８ｍで、一旦整備済となりましたが、社会経済情勢の変化を

踏まえ、Ｓ46年に幅員を12ｍに変更しており、以後、未着手の状態となっています。

●車道は２車線ありますが、歩道は未整備の状態（一部は片側歩道あり）となっています。

課題や上位計画との関連→視点２～４

直近の見直し評価
（Ｈ26年度）

・通学路に指定されていることから、自転車歩行者道の設置が必要「存続」
としています。

ネットワーク上の
課題解決

・市街地環状道路としての機能充実が求められます。

幹線道路網整備方針
にける位置付け

・中心市街地の外郭を構成する「市街地環状道路」

都市計画マスタープラン
における位置付け

・広域幹線道路を補完し、市内各地から中心部へのアクセス強化を図る路線
として、整備を促進するとしています。

立地適正化計画
における位置付け

・都市機能誘導区域、居住誘導区域内の道路となっています（一部区域外）。
・誘導施策として、新庁舎・市民交流施設周辺の道路整備を掲げています。

主要プロジェクト
との関連性

・県が事業中の東西道路（国道427号）等とネットワークを形成し、令和３
年春完成予定の新庁舎・市民交流施設へのアクセス道路として機能します。
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道路整備に向けた課題→視点５

●既成市街地における現道拡幅のため、多くの移転補償費が必要となります。

自転車・歩行者環境の充実に向けた検討を行います

●都市計画決定や整備の経緯から、自動車の交通機能は概ね整っていますが、歩行者・自

転車の通行に係る環境が不十分な状況です。

●通学路に指定されていることや令和３年春完成予定の新庁舎・市民交流施設への主要な

アクセス道路として機能することや、歩いて暮らせるまちづくりの観点から、歩道や自転

車通行帯の整備が必要です。しかし、既成市街地内の現道拡幅となるため、移転補償費等

の財政的な課題も多い状況です。

●このため、道路整備に係る費用対効果等を見極めながら、特に自転車・歩行者環境の充

実にむけた検討を行います。

（都）野村蒲江線
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（都）野村蒲江線

⑤

⑥

新庁舎

市民交流施設



（都）和布郷瀬線（区間①）
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経緯と現状→視点１

●既成市街地内における狭隘道路（一部区間は一方通行）の拡幅を伴う計画であり、安全

性や防災性向上の観点から必要性は高いものの、整備に向けた課題が多く、現在まで未着

手の状態となっています。

課題や上位計画との関連→視点２～４

直近の見直し評価
（Ｈ26年度）

・通学路や緊急避難路に指定されていることから、拡幅整備が必要「存
続」としています。

ネットワーク上の
課題解決

・シンボル道路（南北）としての機能強化が求められます。

幹線道路網整備方針
にける位置付け

・中心市街地の活性化や防災機能を併せ持つ「シンボル道路（南北）」

都市計画マスタープラン
における位置付け

・広域幹線道路を補完し、市内各地から中心部へのアクセス強化を図る
路線として、事業化に向けて取り組むとしています。

立地適正化計画
における位置付け

・都市機能誘導区域、居住誘導区域内の道路となっています。

主要プロジェクト
との関連性

・関連するプロジェクトはありません。
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道路整備に向けた課題→視点５

●既成市街地における現道拡幅のため、多くの移転補償費が必要となります。

●狭隘な道路の拡幅を伴うことから、線的整備では多くの地区外移転の発生が想定される

ため、地域コミュニティの維持に配慮した整備手法の検討が必要です。

沿道宅地を含む一体的整備に向けた検討を行います

●中心市街地の活性化や防災機能の向上に寄与する路線として、整備の必要性が高い路線

ですが、狭隘道路の拡幅を伴う路線であることから、線的整備では多くの地区外移転の発

生が想定されます。

●このため、道路整備と地域コミュニティの維持を両立できる沿道宅地を含む一体的整備

に向けた検討を行います。

➡平成27年度から地元と勉強会を開催しており、今年度からは、まちづくり基本構想

を作成し、事業化に向けた取組みを地域と一体となって行っている。

（都）和布郷瀬線（区間①）
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（都）和布郷瀬線（区間①）

⑦

⑧



（都）和布郷瀬線（区間②）
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経緯と現状、課題や上位計画との関連、整備に向けた課題 視点１～５

経緯と現状 ・当初決定（S32年）を受け、片側歩道で概成済となっています。

直近の見直し評価
（Ｈ26年度）

・自転車歩行者道の設置が必要「存続」としています。

ネットワーク上の
課題解決

・概成済の状況であり、都市計画決定に基づく断面が確保されていません。

幹線道路網整備方針
にける位置付け

・本市と周辺都市や広域圏を結ぶ「広域幹線道路」

都市マス、立適、
主要プロジェクト

・位置付けや関連はありません。

道路整備に向けた
課題

・河川沿いの道路であるため、宅地側への拡幅が必須となり、物件補償費等
の財政的な課題があります。また、現在の道路と沿道宅地には高低差もあ
り、拡幅に伴う影響等が懸念されます。

都市計画の変更（幅員減少）も含めた検討を行います
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●自動車の交通機能は概ね整っている一方、歩行者・自転車の通行に係る環境が不十分な

状況ですが、高低差があるため沿道宅地からは道路を直接利用できない状況や片側が河川

に面している状況から、両側歩道の設置の必要性は低いと考えられます。

●計画断面（幅員12ｍ両側歩道）を現在の断面（幅員9.5ｍ片側歩道）に変更することも

含めた検討を行います。

●変更の検討には、次の点について留意することが必要です。

①長年にわたり建築制限をかけてきたことに対する地権者への説明責任

②計画変更（片側歩道）に対する合理性・妥当性の検証（歩行者交通量調査による検証）

（都）和布郷瀬線（区間②）

⑨

⑨

和布郷瀬線（区間②）片側歩道有り



（都）西脇明石線（区間①）
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経緯と現状、課題や上位計画との関連、整備に向けた課題 視点１～５

経緯と現状
・ＪＲ鍛冶屋線の廃線敷に計画されており、現在は、自転車歩行者専用道と
して活用されています。

直近の見直し評価
（Ｈ26年度）

・バイパスの整備が必要「存続」としています。

ネットワーク上の
課題解決

・シンボル道路（南北）としての整備促進が求められます。

幹線道路網整備方針
にける位置付け

・中心市街地の活性化や防災機能を併せ持つ「シンボル道路（南北）」

都市計画マスタープラン
における位置付け

・広域幹線道路を補完し、市内各地から中心部へのアクセス強化を図る路線
として、整備の在り方を検討するとしています。

立地適正化計画
における位置付け

・居住誘導区域内の道路となっています。

主要プロジェクト
との関連性

・関連するプロジェクトはありません。

道路整備に向けた
課題

・ＪＲ鍛冶屋線の廃線敷に計画されていることから用地は比較的確保しやす
く、支障となる物件等も少ない状況ですが、事業化には至っていません。
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●中心市街地の活性化や、杉原川西側のシンボル道路（南北）として、整備の必要性が高

い路線で、ＪＲ鍛治屋線の廃線敷に計画されていることから道路整備に伴う支障物件等も

少ない状況です。

●道路整備に係る費用対効果等を見極めながら、道路整備のあり方について検討を行いま

す。

（都）西脇明石線（区間①）

整備のあり方について検討を行います

⑩

⑩



（都）西脇明石線（区間②）
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経緯と現状→視点１

●当初決定時（Ｓ32）は、市南部と接続する唯一の幹線道路でしたが、その後、（都）明

石氷上線（国道 175号西脇バイパス）や（都）西脇滝野線が都市計画決定の後、整備が推

進され、当該路線が担う役割が変化し、長期未着手の状態となっています。

●並行する（主）西脇三田線が、代替機能を果たしている状況です。

課題や上位計画との関連→視点２～４

直近の見直し評価
（Ｈ26年度）

・バイパスの整備が必要「存続」としています。

ネットワーク上の
課題解決

・流出入幹線道路としての整備促進が求められています。

幹線道路網整備方針
にける位置付け

・市の南側からの「流出入幹線道路」

都市マス、立適、
主要プロジェクト

・位置付けや関連はありません。
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道路整備に向けた課題→視点５

●ＪＲとの交差部は、安全性確保の観点から立体交差構造への変更が必要となる可能性が

あります。

●新設路線となるため、用地確保や移転補償に多くの費用が必要となる他、地元の合意形

成等に相当の時間を要することが想定されます。

（都）西脇明石線（区間②）

廃止も含めた検討を行います

●当該路線が担う役割が変化し、整備の必要性が低下しています。

●また、並行する（主）西脇三田線が代替機能を果たしており、交通量も7,366台/日、混

雑度0.89と、周辺の交通処理は円滑な状況となっています。

●このような状況の上、道路整備に向けた課題も山積することから、廃止も含めた検討を

行います。



25

道路整備に向けた課題→視点５

●廃止の検討には、次の点について留意することが必要です。

①長年にわたり建築制限をかけてきたことに対する地権者への説明責任

②都市計画道路ネットワークとしての問題

※当該区間を（主）西脇三田線に振り替えることも考えられますが、現道沿線に新た

な建築制限をかけることになり、事業化の目途が不透明で、早期の事業化が困難な

中では、地権者の理解が得られにくいと考えられます。

③隣接する加東市との調整

④当該路線の廃止が周辺道路に与える影響の検証（交通量配分による検証）

（都）西脇明石線（区間②）
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（都）西脇明石線（区間②）

⑪

⑬

⑫

⑪

⑬

⑫

西脇三田線 板波町 片側歩道（区間②）



（都）西脇滝野線
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経緯と現状→視点１

●新設道路となるため、課題が多く長期未着手になっています。

●（都）西脇芳田線と（一）郷の瀬野村線を繋ぐルートは、（市）野村20号線、（市）野

村12号線、（市）和田奥野線が代替機能を果たしており、文教施設等へのアクセス道路、

西側エリアの骨格道路として機能しています。

課題や上位計画との関連→視点２～４

直近の見直し評価
（Ｈ26年度）

・バイパス整備が必要「存続」としています。

ネットワーク上の
課題解決

・（一）郷の瀬野村線の混雑緩和と市街地の円滑な交通処理に寄与する路
線としての整備促進が求められます。

幹線道路網整備方針
にける位置付け

・市街地の交通流動状況に対応する「外郭道路」

都市マスの位置付け ・位置付けはありません。

立適の位置付け
・都市機能誘導区域、居住誘導区域内の道路となっています。

（一部区域外）

主要プロジェクト
との関連性

・関連するプロジェクトはありません。
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道路整備に向けた課題→視点５

●新設路線となるため、用地確保や移転補償に多くの費用が必要となる他、地元の合意形

成等に相当の時間を要することが想定されます。

●（都）高田井線へ接続するよう、一部ルート変更が必要となっています。

（都）西脇滝野線

廃止も含めた検討を行います

●（一）郷の瀬野村線の混雑緩和効果が期待される路線ですが、平成27年の道路交通セン

サスによる（一）郷の瀬野村線の混雑度は「1.25」で、この状態は、昼間12時間のうち道

路が混雑する可能性のある時間帯が1～2時間程度あるが、何時間も混雑が連続する可能性

は非常に低いというもの

●今後の人口減少や少子高齢化の進行等により、自動車交通量の減少が今後も続くと想定

される中、当該路線の混雑度は、今後、改善される可能性が高いと考えられます。

●また、道路整備に向けた課題が山積する一方、文教施設等へのアクセス道路、西側エリ

アの骨格道路として（市）野村20号線、（市）野村12号線、（市）和田奥野線が代替機能

を果たしていると考えられることから、当該路線については、廃止も含めた検討を行いま

す。
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（都）西脇滝野線

⑭

⑮

⑯

⑰

⑭

⑮ ⑯

⑰

代替機能を果たす市道野村20号線

代替機能を果たす市道野村12号線



（都）野村西高線
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経緯と現状→視点１

●茜が丘を含む野村西部地区の市街化区域編入に合わせ、（都）野村大池線とのネット

ワークを構築するため、平成５年の都市計画変更により延伸しています。

●皿池上に計画されている（都）野村西公園（近隣公園 A=１.9ha）と重複するため、公

園と道路を一体的に整備する計画ですが、近年、公園機能を有する茜が丘複合施設

「Miraie」が開館したことで、状況が変化しています。

●（市）野村12号線や（市）野村31号線が、代替機能を果たしており、整備済区間とネッ

トワークを形成しています。

課題や上位計画との関連→視点２～４

直近の見直し評価
（Ｈ26年度）

・路線ネットワークの連続性保持「存続」としています。

ネットワーク上の
課題解決

・西側エリアや茜が丘複合施設「Miraie」へのアクセス道路としての整備促進
が求められます。

幹線道路網整備方針
にける位置付け

・位置付けはありません。

都市マス・立適
における位置付け

・位置付けはありません。
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道路整備に向けた課題→視点５

●皿池上に計画されている（都）野村西公園（近隣公園 A=１.9ha）との一体的な整備が

必要です。

都市計画の変更（法線変更）も含めた検討を行います

●（市）野村12号線や（市）野村31号線が代替機能を果たしており、整備の必要性が低下

しています。

●また、一体的な整備が必要となる（都）野村西公園も茜が丘複合施設「Miraie」が開館

したことで、整備の必要性が低下しています。

➡代替機能を果たす（市）野村12号線や（市）野村31号線への振り替え（法線変更）も

視野に入れた検討を行います。

（都）野村西高線



（都）野村西高線
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⑱ ⑲

代替機能を果たす（市）野村12号線 代替機能を果たす（市）野村31号線

茜が丘複合施設「Miraie」

⑱
⑲

（市）野村12号線（代替機能）

（市）野村31号線（代替機能）



■先を見据えた新たな道路のあり方検討



■道路ネットワークのあり方
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（一）郷の瀬野村線から市駅へのアクセス

（一）野間川

●（一）郷の瀬野村線を南に延伸し
→ 板波橋への接続ルート
→ 新板波橋（仮）への接続ルート

重国橋

用地が確保された区間

（しばざくら通り）



■道路ネットワークのあり方
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（国）427号

●市中心部と市域東部との接続強化の検討
・中郷橋との関係
・懸案箇所（Ｓ字）との関係
・県道の振り替え
・ＪＲとの交差

懸案箇所（Ｓ字）

中郷橋から上流側
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（一）上鴨川西脇線

（主）篠山山南線

■道路ネットワークのあり方

① 30.8km - 46分

新庁舎－丹南篠山口IC 距離－時間
（Googleマップ）

●広域幹線ルートの検討（西脇市～丹波篠山市）
→西脇篠山線 改良orトンネル（市境区間）

○国道175号 西脇北バイパス以北の事業計画推進
→（主）篠山山南線 川代トンネル



ご静聴ありがとうございました

令和元年度 第２回都市計画審議会
（道路ネットワークのあり方について）


