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第5章 国道、県道、市道 
 
５－１ 道路台帳総括表 
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第5章 国道、県道、市道 
 
５－２ 車道、歩道、中央分離帯の延長と年度比較 
 
平成 16 年から平成 19 年の道路台帳台帳総括表から抜き出した資料を基に作成されたもの。 
 
平成 16 年度から平成 19 年度までの道路実延長等の調べ 

道路実延長（ｍ） 歩道延長（ｍ） 中央帯延長（ｍ） 年度 調査時期 
 差（ｍ）  差（ｍ）  差（ｍ） 

 H19.4.1 3,892,190.91 **** 572,868.66 **** 38,849.49 ****
H18 H18.4.3 3,890,176.08 2,014.83 566,700.16 6,168.50 38,390.41 459.08
H17 H17.4.1 3,883,551.91 6,624.17 559,942.89 6,757.27 38,166.40 224.01
H16 H16.4.1 3,866,803.00 16,748.91 540,473.22 19,469.67 36,795.52 1,370.88
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第5章 国道、県道、市道 
 
５－３道路愛称マップについて 
 

浜松市では道路愛称マップを作成している。これは、古くから地域で使われ親しまれてきた｢道｣

の呼び名と異なり、現在、国道・県道や市道等の｢道路｣につけられている名称は、わかりにくく愛着

を感じない。このため、各地域で長年親しまれてきた｢道｣の呼び名を道路愛称標識として設置し、後

世に末永く残す事により地域の道路愛護思想の普及を図ることを目的にしている。また、浜松への来

訪者には、所在地の確認や｢道｣案内を容易にする等、｢わかりやすい道づくり｣と同時に｢もてなしの

心あふれるまちづくり｣の推進に役立つ。この事業は、平成 12 年度以来、浜松市道路愛称標識策定委

員会を設置して、路線や愛称名の選定等を行ってきた。道路につける愛称名については、すでに市民

に親しまれている 16 の道路はその愛称とし、まだ共通の愛称がない 9 つの道路は、公募により、そ

の道路にふさわしい愛称についてたくさんの提案を得て、22 路線にそれぞれの愛称が決まった。 
 

№ 街道・通り名 ﾌﾘｶﾞﾅ 区間 距離

(㎞)
1 東海道 ﾄｳｶｲﾄﾞｳ 中野町 県道二俣浜松線～馬郡町 舞阪町境 18.0
2 浜松環状線 ﾊﾏﾏﾂｶﾝｼﾞｮｳｾﾝ 坪井町 浜名バイパス坪井インター交点 

～安新町 国道 152 号交点 
28.0

3 姫街道 ﾋﾒｶｲﾄﾞｳ 安新町 東海道交点～大山町 細江町境 12.4
4 姫街道(本坂通り） ﾋﾒｶｲﾄﾞｳ(ﾎﾝｻﾞｶﾄﾞｵﾘ) 連尺町  

国道 152 号交点～葵東三丁目 姫街道交点 
6.6 

5 掛舞線 ｶｹﾏｲｾﾝ 河輪町 国道 150 号交点～篠原町～重複～舞阪町境 10.9
6 笠井街道 ｶｻｲｶｲﾄﾞｳ 宮竹町 国道 152 号交点～笠井上町 浜北区境 8.4 
7 二俣街道 ﾌﾀﾏﾀｶｲﾄﾞｳ 田町 国道 152 号交点～西ヶ崎町 浜北区境 9.6 
8 金指街道 ｶﾅｻｼｶｲﾄﾞｳ 初生町 姫街道交点～都田町 細江町境 5.0 
9 舘山寺街道 ｶﾝｻﾞﾝｼﾞｶｲﾄﾞｳ 鹿谷町 国道 257 号交点 

～舘山寺町 県道舘山寺弁天島線交点 
13.9

10 雄踏街道 ﾕｳﾄｳｶｲﾄﾞｳ 菅原町 国道 257 号交点～志都呂町 雄踏町境 7.4 
11 中田島街道 ﾅｶﾀｼﾞｲﾏｶｲﾄﾞｳ 砂山町 駅南大通り交点～中田島町 砂丘入口交点 4.4 
12 掛塚街道 ｶｹﾂｶｶｲﾄﾞｳ 相生町 国道 152 号交点～河輪町 掛塚橋 5.6 
13 飯田街道 ｲｲﾀﾞｶｲﾄﾞｳ 向宿二丁目 国道 150 号交点～鶴見町 鶴見中交点 3.9 
14 柳通り ﾔﾅｷﾞﾄﾞｵﾘ 宮竹町 国道 152 号交点～中沢町 二俣街道交点 3.4 
15 六間道路 ﾛｯｹﾝﾄﾞｳﾛ 植松町 国道 152 号交点 

～布橋一丁目 国道 257 号交点 
4.4 

16 電車通り ﾃﾞﾝｼｬﾄﾞｵﾘ 八幡町 六間道路交点～上島二丁目 二俣街道交点 3.3 
17 都田テクノロード ﾐﾔｺﾀﾞﾃｸﾉﾛｰﾄﾞ 初生町 姫街道交点～新都田一丁目 国道 362 号交点 7.9 
18 飛龍街道 ﾋﾘｭｳｶｲﾄﾞｳ 連尺町 国道 152 号交点～浜北区上島 飛龍大橋 19.2
19 自動車街通り ｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾞｲﾄﾞｵﾘ 植松町 中郡福塚線交点～中野町 新天竜川橋 4.5 
20 遠州大橋通り ｴﾝｼｭｳｵｵﾊｼﾄﾞｵﾘ 福塚町 国道 1 号交点～三新町 遠州大橋 4.0 
21 駅南大通り ｴｷﾅﾝｵｵﾄﾞｵﾘ 旅籠町 国道 257 号交点～名塚町 中郡福塚線交点 2.6 
22 さざんか通り ｻｻﾞﾝｶﾄﾞｵﾘ 中田島町 砂丘入口交点 

～坪井町 浜名ﾊﾞｲﾊﾟｽ坪井ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 
9.0 

23 愛称未決定  中沢町 二俣街道交点～葵東二丁目 姫街道交点 3.9 
24 愛称未決定  小池町 姫街道交点～寺脇町 掛舞線交点 7.1 
25 愛称未決定  子安町 国道 152 号交点～福塚町 国道 1 号交点 4.4 

地図の見方 
  起点   終点    愛称未決定路線 



4－ 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

浜名湖 

東名高速道路 

JR 東海道新幹線 

↓⑤掛舞線 

 10.9 ㎞ 

↓⑨舘山寺街道 

 13.9 ㎞ 

↓⑮六間道路

 4.4 ㎞ 

←⑯電車通り 

 3.3 ㎞ 

↓⑩雄踏街道 7.4 ㎞

↑③姫街道 

 12.4 ㎞ 

↓⑭柳通り 

 3.4 ㎞ 

←⑰都田テクノロード

 7.9 ㎞ 

←○24 7.1 ㎞ 

←②浜松環状線 

 28.0 ㎞ 

④ 姫 街 道 →

（本坂通り）

6.6 ㎞ 

←⑦二俣街道 

 9.6 ㎞ 

↓⑧金指街道

 5.0 ㎞ 

↑⑱飛龍街道

 19.2 ㎞ 

JR東海道本線

高塚駅 

天竜川駅 

西鹿島 

佐

鳴

湖 
浜松駅 

天竜浜名湖鉄道 

遠

州

鉄

道

国道１号線 

遠州灘 

天

竜

川

金指駅 

雄

踏

町 

舞

阪

町 

細江町

引佐町 

浜北区

天竜区

↑⑳遠州大橋通り 

 4.0 ㎞ 

⑥笠井街道→

8.4 ㎞ 

↓⑫掛塚街道 

 5.6 ㎞ 

↑⑬飯田街道 

 3.9 ㎞ 

↓⑲自動車街通り

 4.5 ㎞ 

←○25 4.4 ㎞ 

↑○21駅南大通り

 2.6 ㎞ 

←○11中田島街道

 4.4 ㎞ 

↑○22さざんか通り

 9.0 ㎞ 

↑①東海道 

 18.0 ㎞ 

←○233.9 ㎞

浜松 IC

浜松西 IC 



4－ 65 

第5章 国道、県道、市道 
 
５－４ 「浜松市交通政策の基本方針」から 
 
平成 15 年作成・印刷された「浜松市交通政策の基本方針」には、これまでの交通施策の問題点が

極めて率直にまとめられている。それによると、浜松市の交通政策の新たな問題点として自動車主体

の施策が採られてきたこと、その結果、都市構造の変化（都心の魅力低下と市街地の郊外進出）が起

こったこと、また歩行者・自転車利用者への環境悪化（安全だけど不便な歩道橋・地下道）を上げて

いる。しかし、「５－４－２浜松市将来交通のイメージ」でも、自動車主体の交通体系から抜け出せ

ないでいるように見える。 
 
５－４－１ 21 世紀における浜松市の交通施策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通容量の拡大 
・限られた財源を活か

して体系的な道路を

整備します 

様々な交通機関の強

化・連結 
・公共交通機関･徒歩･

自転車など様々な交

通機関の利用環境改

善を進めます 
・様々な交通機関相互

の乗り継ぎ強化 
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５－４－２ 浜松市将来交通のイメージ 
 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

 

 

 

  

 

 

 

 

①自動車→ﾊﾞｽ 

ﾊﾟｰｸ＆ﾊﾞｽﾗｲﾄﾞ駐車場 
自動車からﾊﾞｽへの転換を促進し都心部

の自動車の減少を目指します。 

②公共交通の利便性向上 

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽなどﾊﾞｽ路線の工夫 
路線を持たず、利用者に合わせて運行

するﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽや勘定路線などﾊﾞｽ路線

を工夫し、公共交通の利便性を高めま

す。 

③公共交通優先 

ﾊﾞｽﾚｰﾝ 
各方面にﾊﾞｽﾚｰﾝを整備することで

ﾊﾞｽの定時性を確保します。 

④自転車→ﾊﾞｽ 

ｻｲｸﾙ&ﾊﾞｽﾗｲﾄﾞ駐輪場 

自転車とﾊﾞｽの乗り継ぎを便利にする

ことで、自転車からﾊﾞｽへの転換を促

進し都心部の自動車の現象を目指し

ます。 

⑤自転車→鉄道 

ｻｲｸﾙ&ﾗｲﾄﾞ駐輪場 

自転車･鉄道の乗換利便性を高め、

公共交通の利用促進を図ります。 

⑥道路容量の拡大 

体系的な道路網 
都心部へのｱｸｾｽ道としての放射道路と、

輻輳地区を迂回させる環状道路を体系

的に整備し、交通の整流化を図ります。

⑦自動車の効率的利用 

経路変更誘導 

道路の混雑状況や目的地までの到

達時間等を表示することで迂回を

誘導し、渋滞の緩和を図ります。 

⑧自動車→鉄道 

ﾊﾟｰｸ&ﾗｲﾄﾞ駐車場 
自動車から鉄道への転換を促進し、都

心部の自動車の減少を目指します。 

⑨自動車の効率的利用 

時差出勤・ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ 
通勤ﾗｯｼｭの時間帯を避けることで、交

通の時間的平準化を図ります。

⑩公共交通優先 

公共交通を重視するｴﾘｱ 
都心部の交通が輻輳する地区は、公共交

通への転換を重点的に進め、歩行者・自

転車の利用環境改善、交通事故の削減、

円滑な交通環境の実現を目指します。 

⑪自動車の効率的利用 
自動車の共同利用 
自動車の共同利用を促進し、自動車交通の

削減を目指します。 

 

 

 
 

 

浜松西 IC 浜松 IC 
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第5章 国道、県道、市道 
 
５－５ 都市計画道路一覧表 
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第5章 国道、県道、市道 
 
５－６ 街路事業と道路事業 
 
１ 街路事業と街路 
 「街路事業」とは、都市計画法に基づき都市計画決定された都市施設のうち道路、駅前広場、都市高速鉄

道、駐車場等を、事業認可を取得し（法第 59 条）都市計画事業として施行することを言う。よって「街路」

とは、街路事業として整備された道路、駅前広場等のことを言う。一般的には「町なかの道路」、「市街地の

道路」のことを単純に「街路」と呼ぶ場合が多いが、法律的にはこのような意味になる。 
２ ラージ街路とスモール街路 
 街路を補助予算の予算科目上「ラージ街路」と「スモール街路」と分けることがある。頭文字から「L 街」、

「S 街」と略す場合もある。 
 ラージ街路とは広義の「街路」全てのことを言い、スモール街路とはラージ街路から「土地区画整理事業」

「市街地再開発事業」として整備される街路を除いたものを言う。 
３ 街路事業と道路事業の区分 
 都市計画決定された道路、駅前広場等の都市施設のうち、既成市街地（昭和 45 年度 DID 地区）内及び用

途指定区域内の施設は街路事業として、それ以外の区域のものは道路事業として整備するのが通例である。 
 これは、補助事業を施行する時、街路事業として行うのか、道路事業として行うのかの判断を行う場合に

考慮する必要があるから。 
４ 国の組織との関係 
 国の組織との関係では街路事業は国土交通省の都市局、道路事業は同省の道路局が管轄する。 
５ 浜松市決算書上での目別区分 
 浜松市の決算に関する説明書の支出区分では、道路事業費は「項・道路橋梁費、目・道路新設改良費」と

して、また街路事業費は「項・都市計画費、目・街路事業費」として、それぞれ別科目で表示される。
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第5章 国道、県道、市道 

 

５－７ 天竜阿蔵山天神団地造成と都市計画道路阿蔵山線 

 

都市計画道路阿蔵山線は天竜阿蔵山天神団地造成に併せて計画された。団地の造成は昭和 59 年に開始された。

当初は住宅計画戸数 526 戸(34ha)であったが、平成 17 年浜松市との合併を前に計画戸数を 308 戸(20ha)に縮小、

更に翌年には全面的な計画見直しが行われ、造成計画は中断した。都市計画道路阿蔵山線は宅地造成計画に併せ

て 14 年度から 17 年度にかけて建設され完成されたが、計画の中断に伴って封鎖されたままになっている。この

道路は国道 152 号線に接続される計画であるが、152 号線も飛竜大橋を出たところまで完成し、その先は計画が

立っていないため接続予定が立たない状況である。道路の工事費などの明細は以下のようになっている。 

 

都市計画道路阿蔵山線は途中まで完成しているが封鎖されていて利用できない 

 
１． 年度別事業費 

  ・事業期間  平成 14 年度～平成 17 年度 

  ・事 業 量  （幅員）16ｍ × （延長）340ｍ 

  ・事 業 費  357,500 千円（内 2 分の 1 が国庫補助金） 

年度 事業費 内国庫補助金 備考 

14 年度 20,000,000 円  10,000,000 円 用地費   20,000,000 

15 年度 116,000,000      58,000,000 用地費   97,184,091 

工事費   14,371,350 

事務費   4,444,559 

16 年度 155,500,000      77,750,000 用地費   94,038,471 

工事費   55,697,250 

事務費   5,764,279 

17 年度    66,000,000      33,000,000 用地費    8,721,500 

工事費    48,079,500 

事務費   3,599,350 

付帯工事費 5,599,650 

計 357,500,000  178,750,000  

２． 年度別工種 

〇平成 14 年度 用地取得 20,000,000 円 (取得面積 2,982 ㎡) 

〇平成 15 年度 用地取得 97,184,091 円 (取得面積 1,527.98 ㎡) 

     ・工 事 費   14,371,350 円 

※ 工事費内訳    

施行延長     L=107.3ｍ 

 自立式擁壁工  L= 9.0ｍ Ｌ型擁壁工 L= 33.5ｍ 

 重力式擁壁工  L= 33.8ｍ 

L 型側溝工    L=107.9ｍ 

街渠・集水桝工       10 基 

設計金額 道路土工  （   565,030 円） 
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法 面 工 （   225,990 円） 

擁 壁 工 （  3,870,938 円） 

小型水路工 （  1,861,315 円） 

防護施設工 （   283,230 円） 

構造物撤去工（   221,814 円） 

舗 装 工 （     2,112,504 円） 

直接工事費計（  9,140,821 円） 

共通仮設費 （  1,819,000 円） 

純工事費計 （ 10,959,821 円） 

現場管理費 （  2,712,000 円） 

工事原価計 （ 13,671,821 円） 

一般管理費 （  1,777,000 円） 

工事価格計 （ 15,448,000 円） 

消費税相当額（   772,400 円） 

請負工事費 （ 16,220,400 円） 

〇平成 16 年度 ・用 地 費 94,038,471 円（取得面積 3,211.94 ㎡） 

 ・工 事 費 55,697,250 円 

※ 工事費内訳 

施行延長     L=232.52ｍ 

 法面工     A= 1,340 ㎡ ブロック積擁壁工 L= 75.3ｍ 

 Ｌ型側溝工   L= 412.0ｍ 排水側溝工    L= 270.0ｍ 

 街渠桝工    24 基       集水桝工       7 基 

設計金額 道路土工  （19,330,460 円） 

           舗 装 工  （   402,687 円） 

           法 面 工  （  1,919,080 円） 

           擁 壁 工  （  3,321,820 円） 

           カルバート工（   296,590 円） 

           小型水路工 （  9,527,357 円） 

           構造物撤去工（   144,507 円） 

           道路付属施設工（  762,454 円） 

           直接工事費計（ 35,704,955 円） 

           共通仮設費 （  5,977,000 円） 

           純工事費計 （  41,681,955 円） 

           現場管理費 （  9,782,000 円） 

           工事原価計 （ 51,463,955 円） 

           一般管理費 （  4,281,000 円） 

           工事価格計 （ 55,744,000 円） 

           消費税相当額（  2,787,200 円） 

           請負工事費 （ 58,531,200 円）  

〇平成 17 年度   ・用 地 費     8,721,500 円 

           （取得面積      348.86 ㎡） 

          ・工 事 費   48,079,500 円 

※ 工事費内訳 

施行延長     L= 339.0ｍ 

 土工床掘工   V= 1,300 ㎥ 舗装工（車道） A= 3,120 ㎡ 

  〃 （歩道） A= 1,390 ㎡ 区画線工    L=   510ｍ 

 植栽ブロック設置工    11 箇所 排水側溝工   L=   132ｍ 

 設計金額 道路土工   （  1,317,020 円） 

          舗 装 工  （ 15,928,554 円） 

          道路付属施設工（  5,232,511 円） 

          小型水路工  （  4,028,016 円） 

          構造物撤去工 （  2,433,356 円） 

          直接工事費計 （  28,939,457 円） 
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          共通仮設費  （  3,818,700 円） 

          純工事費計  （  32,758,157 円） 

          現場管理費  （  9,119,000 円） 

          工事原価計  （  41,877,157 円） 

          一般管理費  （  4,717,000 円） 

          工事価格計  （  46,594,000 円） 

          消費税相当額 （  2,329,700 円） 

           請負工事費  （   48,923,700 円） 

道路付属施設工事費 5,233 千円は街路灯 13 本 3,815 千円のほか区画線や植栽に要した費用である。 

    ・付帯工事費    5,599,650 円 

※ 工事費内訳 

 流動化処理土充填工 V= 462 ㎥ 法面整形工   A=   20 ㎥ 

設計金額 土工     （ 3,055,342 円） 

         直接工事費計 （ 3,055,342 円） 

         共通仮設費  （  695,360 円） 

         純工事費計  （ 3,750,702 円） 

         現場管理費  （ 1,075,000 円） 

         工事原価計  （ 4,825,702 円） 

         一般管理費  （  695,000 円） 

         工事価格計  （ 5,520,000 円） 

         消費税相当額 （  276,000 円） 

         請負工事費  （ 5,796,000 円） 

２ 道路として利用できない理由 

都市計画道路「阿蔵山線」道路開設事業は、旧天竜市土地開発公社が人口定住対策と既成市街地の消費人

口の拡大と地域の活性化を図ることを目的に昭和 63 年から進めてきた宅地造成事業（計画面積 34ha、計画

戸数 450 区画、計画人口 1,800 人、全体事業費 93 億円）区域内に通じる幹線道路として整備したもの。宅

地分譲計画につきましては、平成 18 年度に一部分譲（12 区画）する計画で進めていたが、宅地造成区域内

の地下から戦時中に築造された地下壕が発見されたことから分譲計画を中止した。 

都市計画道路「阿蔵山線」道路開設事業については、宅地分譲計画に合わせて整備を進め、平成 14 年度

に事業着手し、平成 17 年度には整備を完了した。 

その後合併に伴い浜松市土地開発公社に事業を引き継き、事業を進めてきたが、宅地造成事業の採算性を

重視した中で抜本的見直しにより宅地造成事業を中止し、平成 19 年 2 月に企業立地用地としての土地利用

に方向転換することとなった。 

こうしたことから、都市計画道路「阿蔵山線」についても、宅地造成計画区域内に通じる道路として整備

したが、現在造成工事が中断している中で道路として利用させることは大変危険性が高く、また行き止まり

の道路となっていることなどを考慮し、起点から約 100ｍ付近のみ利用可能な状態としている。 

１．供用開始予定 

 現在、当宅地造成地につきましては、企業立地用地としての土地利用計画を樹立していることから、企業

進出が確実となった時点にて、市道として供用を開始することとなる。

 
阿蔵造成地の都市計画道路は放置されている 

 
阿蔵造成地の街路灯、歩道のタイル敷がされているが、

放棄されている。 
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第5章 国道、県道、市道 
 

 

５－８ 道路構造令の解説と運用より 
 
道路は車の通行が主であり、目的であるが、道路に付属する歩道や自転車道も一体的に考えて設計される。「道

路構造令の解説と運用」より（平成 16 年 2 月社団法人日本道路協会 221 頁から）、車道、歩道及び自転車道の

考え方を引用する。 
 
（1）歩道、自転車道等の設置の考え方 

道路構造令では,歩行者や自転車を自動車や原動機付自転車から分離して通行させることを目的として、車

両の通行を目的とする車道とは別に、自転車道（第 10 条）、自転車歩行者道（第 10 条の 2）、歩道（第 11 条）

の設置について定めている。 
道路構造令の規定では、歩行者、自転車、自動車それぞれの交通量に応じて歩道、自転車道等を設置するこ

ととしているが、実際の設置にあたっては交通量以外に、対象とする道路のネットワーク特性、地域特性を

十分考慮する必要がある。すなわち、幹線道路か生活道路かといった道路の種類や、沿道の立地状況や気象

条件を含めた地域特性を考慮して、歩道、自転車道等を設置するか否かを決定することが重要である。 
なお、道路構造令の規定では、「ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において

は、この限りでない。」としており、地域の状況に応じて、各道路管理者が歩道、自転車道等の設置の必要性

を判断できることとしている。 
（2）ネットワークの検討 

a. 歩行者空間ネットワークの検討 
歩道等の設置にあたっては、まず、歩行者空間ネットワークの連続性の観点から検討する必要がある。 
ネットワークの検討範囲としては．通勤、通学、買い物等の日常生活の中心となる駅、学校、商店街等を

含む一体的なまとまりのある地域を対象とし、当該地域の実状や各道路の沿道状況等に即することが必要で

ある。 
住宅地域では、幹線道路で囲まれた地域の居住環境を確保するために、歩行者空間ネットワークの整備と

あわせて、通過交通の排除を考えるべきである。また、都市や地区の中心部では、都市、地区の骨格を形成

するため、歩行者空間ネットワークが都市、地区内に張り巡らされる必要がある。 
鉄道駅の周辺や商業施設が集中している地区、病院、学校等の公共施設の周辺では、一般に歩行者の交通

量が多く、また、通行形態も通常と異なる場合があるので、これらの立地を把握し、歩行者の経路を検討す

ることが重要である。特に、通学路や交通バリアフリー法上の特定経路については、一般的な歩行者空間ネ

ットワーク計画とは別に検討することが必要である。 
b. 自転車空間ネットワークの検討 
自転車については、一般に歩行者に比べて利用距離が長く、また、駅、学校や商店街への交通手段として

利用されることが多いという特徴を有している。このため、歩行者空間ネットワークのように、密なネット

ワークとする必要はないが、広域的、面的なネットワークとする必要があり、歩行者空間ネットワークと別

に検討する必要がある。 
（3）歩道、自転車道等の設置 

歩行者・自転車空間ネットワークは、自動車交通量の多い道路では、歩道、自転車道等の設置により形成す

ることが必要であるが、自動車交通量の少ない生活道路等では、必ずしも歩道、自転車道等を設置する必要

はなく、むしろ自動車交通の抑制により、良好な歩行空間を確保することが適切な場合が多い。実際に、歩

道、自転車道等の設置の検討にあたっては、地域の状況に応じて、また、地元往民の意見を聞きながら、丁

寧に対応していくことが必要である。地域の状況に応じた、歩道、自転車道等の設置についての例を示すと

以下のとおりである。 
例えば、自動車交通量の多い幹線道路では、歩道等を道路の各側（両側）に設置することが一般的だが、山

間部で、当該道路の自動車交通量が多い第 3 種の道路であっても、民家、施設等の立地がなく、集落等の連

絡経路でもないような箇所は、歩行者等の動線が想定されず、歩道等を設置する必要性は低い。 
また、自動車交通量の少ない、第 3 種第 5 級および第 4 種第 4 級道路のような生活道路では、一般に歩道等

の設置の必要性は低い。しかし、当該道路が通学路等、安全に関して特別な配慮を要するような道路であれ

ば、片側のみであっても歩道等を設置する方がよい。 
自転車道等の設置については、道路の形態による自転車の通行空間を考慮して検討する。自転車道、自転車

歩行者道を設置しない場合の自転車空間は、一般に車道部となることから、車道部における自転車の通行を

勘案して広幅員の路肩の設置が考えられる。ただし、路上駐車車両が生じるなどの問題も予想されるため、
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沿道状況などに十分配慮して設置の形態を選ぶべきである。 
自転車道は交通規制により両方向の通行も可能であることから、例えば、地形上の理由等により、道路の片

側が一定の距離にわたって、沿道との出入りが制限される場合等、片側のみの設置とする方が望ましい場合

や、地域および交通特性を考慮して道路の片側に設置するだけで十分な場合もある。 
（4）設置の形態 

歩行者、自転車、自動車はそれぞれ交通形態、速度が異なるものであるため、理想的には、それぞれが異な

る通行空間を有することが望ましい。しかし、いずれかの交通量が少ない場合には、同一の空間を利用する

ことが現実的な対応と考えられる。 
歩行者、自転車、自動車の交通を分離するかどうかは、三者の交通量、速度差、沿道の状況等を総合的に考

慮して判断しなければならない。 
 

一般に自転車の交通量が多い場合には、自転車の車道走行は、自転車にとって通行の危険性が大きく、また

自動車の通行に著しい支障を及ぼすため両者を分離する必要がある。また歩行者と同一空間を通行させると、

歩行者と自転車とのあつれきが生じ、両者の通行の安全性、快適性が損なわれるおそれがあるため、歩行者と

も分離する必要がある。したがって、自転車の交通量が多い場合には、自転車のみの専用空間である自転車道

が必要とされる。 
自転車の交通量が少ない場合には、自転車道を設けることは現実的でなく、自転車が自動車または歩行者と

同一の空間を利用することはやむを得ないと考えられる。この場合、自動車の交通量が多く、自転車の車道走

行が危険となる場合には、自転車が歩行者と同一の空間を共用する自転車歩行者道が採用される。また、自転

車が歩行者と同一の空間を利用する場合でも、自転車の交通量が特に少ない場合で、歩行者および自転車双方

の通行に支障がない場合は、歩道が採用される。 
a. 自転車道 
道路構造令第 10 条に規定する自転車道は、専ら自転車の通行の用に供することを目的として、車道および歩

道と物理的に分離して設けられるものをいう。 
「自転車道」という用語は、この意味のほかに自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路を

総称して広義の意味で用いられることもあり、交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利

用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする「自転車道の整備等に関する法律」(昭和 45 年法

律第 16 号) にいう自転車道がこれに該当する。これらの関係を示すと以下のとおりとなる。 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
自転車交通を分離するかどうかは、特に自転車の交通量および自動車の交通量と走行速度の三者を考慮して

判断すべきものと考えられる。 
一般的には自動車と自転車との走行速度差が大きいところでは極力自転車交通を分離することが望ましい。

自転車の走行速度は 5～30 ㎞/h の範囲であり、平均的には 17～18 ㎞/h と考えてよい。自動車の走行速度が 50
㎞/h を超えるような道路では比較的少ない自転車交通量に対しても自転車交通を分離するべきである。 
また、自動車走行の際、運転者の目に常に自転車が見える状態は、明らかに自動車交通に障害を及ぼす状態

と考えるとすれば、自転車の平均車頭間隔 L=500m、自転車の平均速度 V=20 ㎞/h とすれば、片側 1 時間当た

りの自転車交通量は、 

N=
L

V000,1
.から  N=40 台／時となる。 

したがって両側自転車交通量は 80 台／時となり、自転車交通量が 80 台／時(約 700 台／日）以上となれば、

自動車走行に障害を与え、自転車交通も危険な状態になるといえよう。また、この程度の交通量を超えると歩

行者ともあつれきが生じることが予想されるため歩行者との分離も必要と考えられる。 
このような点を考慮すると、自転車交通量が 500～700 台／日を超えるか否かが自転車交通を分離する際の判

断基準となろう。 

自転車道 

道路の部分として車道と分

離して設けられるもの 
専ら自転車の通行の用に供するもの

専ら自転車および歩行者の通行の

用に供するもの 

自 転 車 道 

自転車歩行者道 

専ら自転車の通行の用に供するもの

専ら自転車および歩行者の通行の

用に供するもの 

独立して設けられる専用道路 
自転車専用道路 

自転車歩行者専用道路 
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なお、都市内の自転車道の計画策定にあたっては、単に一区間の自転車交通の処理だけでなく、自転車の通

行経路全体について安全が図れるよう、自転車交通の動線に配慮して自転車道ネットワークが形成されるよ

うに留意する必要がある。なお、この場合、自転車交通が 短経路を選択する傾向のあることに留意すべき

ではあるが、既設の道路で自転車の通行に適さない区間があるような場合には、自転車を他の道路に迂回さ

せるなどの検討を行うことも必要である。 
b. 自転車歩行者道 
自転車道は自転車の交通量がある程度以上多い場合に必要であり、自転車の交通量が少ない場合には、自転

車歩行者道の設置が現実的な対応と考えられる。自転車と歩行者が同一の部分を利用する場合、歩行者と自

転車のあつれきが生じ、歩行者にとって危険となる場合もあると考えられるが、自転車の交通量が少ない場

合には、適切な幅員とすることにより、危険性の相当部分は回避できるものと考えられる。 
自転車歩行者道は、自転車の通行の安全を図るため、自動車の交通量が多い場合に自転車、歩行者の交通量

およびこれらの交通の状況を勘案して必要な場合に自転車歩行者道を設置するものとする。なお、自転車が

非常に少ない場合には歩道として計画するほうが現実的であるが、この場合にも自転車の通行の安全が図れ

るよう留意する必要がある。 
自転車歩行者道を検討するにあたっては、自転車交通と歩行者交通とのあつれきが生じないよう適切な幅員

を確保し、舗装色の違い等により通行区分を分けるなど、歩行者と自転車の通行の安全性に十分留意する必

要がある。 
c. 歩道 
歩道は都市部の道路においては歩行者空間としての役割のみならず、都市景観の形成、ライフライン等の収

容空間、沿道へのアクセスのための空間等としても重要な役割を持っており、その必要性は高い。また地方

部の幹線道路においても、歩行者が多い場合、これらの歩行者の通行の安全を図るうえで歩道の設置が必要

である。 
そのほか、歩行者数が少なくても、自動車交通量が非常に多い箇所や、学童・幼稚園児の通学・通園路とな

る箇所、人家連たん地区等で局部的に歩行者の多い箇所では、歩行者の安全と自動車の円滑な走行を図るた

め、歩道を設け、歩行者を分離することが肝要である。 
表２－１０ 歩行者平均交通量 

（単位：人／12 時間） 
道路種別 
地域 

一般国道 
（直轄） 

一般国道 
（その他） 主要地方道 一般都道府

県道 
市街地（DID） 713 488 839 816 
市街地（その他） 84 131 124 137 
平地 41 57 63 53 
山地 29 38 42 37 

出典：「平成 11 年度道路交通センサス基本集計表」（国土交通省） 




