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平成平成平成平成 29292929年度年度年度年度    第第第第 1111回回回回    長与町都市計画審議会長与町都市計画審議会長与町都市計画審議会長与町都市計画審議会    議事録議事録議事録議事録    

 

１．日１．日１．日１．日    時時時時    

平成 30年 3月 27日（火） 15時 00分～17時 40分 

 

２．場２．場２．場２．場    所所所所    

長与町役場 2階第 1会議室 

 

３．出席委員（３．出席委員（３．出席委員（３．出席委員（10101010人）人）人）人） ※敬称略 

山本 喜代治、峰 忠彦、松田 浩、佐野 浩子、木村 道夫、土井 正英、飛永 てるみ、 

山口 憲一郎、岩本 健、中道 純一 

 

４．議４．議４．議４．議    案案案案    

第 1号議案 長崎都市計画道路３・５・４１１号西高田線都市計画決定変更について 

その他報告事項 長崎都市計画道路３・５・４１２号住吉町高田郷線の廃止について 

 

５．審議結果５．審議結果５．審議結果５．審議結果    

第 1号議案  原案の通り可決 

 

６．議事内容６．議事内容６．議事内容６．議事内容    

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）    

皆さんこんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。そ

れでは定刻となりましたので、ただ今より平成 29年度第 1回長与町都市計画審議会を開会い

たします。 

本日は、山﨑昌美委員と中尾正浩委員が欠席、山本喜代治委員と佐野浩子委員、中道純一

委員が遅れて出席との連絡が入っておりますが、長与町都市計画審議会条例第 6条 2項の規

定により、委員の 2分の 1以上の出席がありますので、定足数を満たしており、会議が成立

しておりますことをご報告いたします。 

それでは開会に先立ちまして、吉田町長より挨拶をいただきたいと思います。吉田町長、

宜しくお願いします。 

 

（長与町長（長与町長（長与町長（長与町長    吉田吉田吉田吉田    愼一）愼一）愼一）愼一）    

皆様、こんにちは。 

本日は、平成 29年度第 1回都市計画審議会の開催をお願い致しましたところ、委員の皆様
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方には大変お忙しい中にご出席いただき、心より感謝いたします。 

 今年度は審議会委員の改選の年でありまして、委員のお願いをさせていただきましたとこ

ろ、快くお引き受けくださいまして誠にありがとうございます。2年間の任期となりますが、

引き続き本町都市計画行政にかかる調査・審議につきまして、ご協力いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

本日は、本町が事業を行っております「都市計画道路 西高田線」の都市計画決定変更に

ついてご審議をお願いしております。本路線につきましては、平成 8 年 5 月 1 日に都市計画

決定され、平成 15 年 10 月 3 日に事業認可を受け、現在事業を進めている路線です。この間、

4 回にわたり本審議会においてご協議頂き、変更を重ねてまいりましたが、おかげをもちま

して、昨年 4 月 6 日に役場前の長与中央橋の開通式を行い、5 月にはイオンタウン前を経由

し城ノ平の現道に至るまでの区間を供用開始いたしました。 

今後は、現在施工済みの地点から高田踏切付近までの区間において整備を進めてまいりま

すが、本路線の早期完成並びに高田踏切における歩行者の安全確保等を図るため、今回、都

市計画決定区域を変更したいと考えております。 

詳しくは事務局担当者より説明をさせていただきますが、本日は、委員皆様方の忌憚のな

いご意見等を頂戴し、都市計画の手続きを進めて参りたいと考えておりますので、ご審議の

程よろしくお願い申し上げます。 

以上、簡単ではございますが、開会にあたりましての挨拶に代えさせて頂きます。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）    

 吉田町長ありがとうございました。町長におかれましては、公務の都合上ここで退席をさ

せていただきます。ご了承ください。 

 続きまして、次第では 3番 委員及び事務局の紹介となっておりますが、冒頭申し上げまし

たように、遅れて出席される委員さんがいらっしゃいますので、先に現地視察をさせていた

だきたいと思います。 

ここで、本日の日程を説明させていただきます。本日の日程といたしましては、これから

審議の対象となる西高田線の現地視察を行います。午後 4 時ごろに役場に戻り休憩をはさん

だ後、委員及び事務局の紹介をさせていただき、長与町都市計画審議会会長及び会長代理の

選出を行います。その後、第１号議案 長崎都市計画道路 3・5・411号西高田線都市計画決

定変更についてご審議いただきたいと思います。 

それでは、西高田線の現地視察に向かいたいと思います。現地視察では特に資料等は必要

ないとは思いますが、お持ちいただいても構いません。役場正面玄関に車を 2 台配車してお

りますので、皆様移動をお願いします。 

 

 

【現地【現地【現地【現地    １カ所目１カ所目１カ所目１カ所目（№（№（№（№45454545（ループ橋）付近）（ループ橋）付近）（ループ橋）付近）（ループ橋）付近）】】】】 
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（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 事前に資料はお配りしていましたが、今回大きく４点変更を行いたいと考えております。 

まず１点目が幅員縮小です。今役場の方から施工済み区間を通ってきましたが、幅員が 17

ｍございます。既定計画では残区間についても 17ｍで計画しておりますが、3ｍ幅員を狭め

て 14ｍで計画しようと考えております。詳しくは後ほど説明させていただきます。 

２点目が、立体交差、ループ橋の廃止ということで、図面で黄色で示している区域が今回

廃止を考えている区域となります。このループ橋につきましては、こちらにパチンコまるみ

つさんがございますが、その道向かいから山手の住宅地の方へ道路を延ばしまして、そちら

の岩永木材さんの事務所の上辺りまでループさせ、西高田線の本線、高田川、こちらの民有

地、JR線路の上空を立体交差させ、あちらの都市計画道路高田線、長崎多良見線へ接続させ

るという計画ですが、今回こちらの方を廃止ということで考えております。 

３点目が、終点部について JR 長崎旧線を平面交差し現道部分を拡幅することにより都市

計画道路高田線、長崎多良見線へ接続させるということを考えております。既定計画では終

点部が JR を交差せず真っ直ぐ延びていますが、この黄色の区域を廃止して赤のライン、JR

を平面交差させ長崎多良見線へ接続させていただこうと考えております。これにつきまして

は、この後移動して現場を見ていただきます。 

４点目が、北陽台高下バス停位置の変更ということで、これについては既定計画区域内で

の変更ではありますが、長崎向かいの北陽台高下バス停が現在パチンコまるみつさんの前に

ありますが、こちらを北陽台高の登り口のところに移動させようと考えております。距離的

に 100ｍ程度でございますが、西側へ移動させていただこうと考えております。 

大きくはこの４点が今回の変更点でございます。 

 

（①（①（①（①委員）委員）委員）委員）    

 バス停の移設にはどういったメリットがあるのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 メリットというよりも、後ほど説明いたしますが、今バス道路はまるみつさんの前から真

っ直ぐさくら会館の方へ行っています。現在はこのバス路線が主道路ということになってお

りますが、西高田線の残区間を整備することにより、この西高田線が本線となります。そう

なった場合、現在のバス停位置は車が役場方面から来た場合、施工済み区間の坂を下りきっ

て若干の右カーブになっているそのカーブの終わる箇所に位置しています。道路構造令上も

バス停というのは原則直線等に設けることとなっておりますし、スピードを出して下ってき

た車が曲がりきれずに突っ込む可能性もあるということで移設を考えております。 

 

（①（①（①（①委員）委員）委員）委員）    

 坂を降りたところは平面になっているのですか。 
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（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 ほぼフラットな状態です。そこに戸田組さんという会社の倉庫がございますが、ちょうど

その辺りがバス停の移設予定位置になります。 

 

（②（②（②（②委員）委員）委員）委員）    

 北陽台から下ってきたらすぐのところですね。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 そうです。 

 

（②（②（②（②委員）委員）委員）委員）    

 横断歩道を渡ってすぐのところになるので、私もその方がいいと思う。現在の位置は混雑

したときに生徒が歩いていると、やっぱり危ないですからね。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 おっしゃられる通りです。それに、今回移設を考えている場所に元々バス停はあり、その

後まるみつさんの前に移ったという経緯も聞いたことがあります。 

 

（③（③（③（③委員）委員）委員）委員）    

 まるみつが出来たときにバス停の部分を提供してやったのでしょう。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 そうです。まるみつさんのご厚意があったと思われます。 

 

（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 幅員縮小区間はどの辺りですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 今役場から来たときにこの坂を下って来ましたが、この下りきったところまで現在整備済

となっております。その下りきったところから終点部までを 3ｍ縮めるということで計画し

ております。 

 

（（（（④④④④委員）委員）委員）委員）    

 ループ部分で用地買収が困難であったというのはどちらですか。 
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（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 実際にはこちら側（線路手前の用地）になります。用地買収というよりも、都市計画決定

変更の理由というものは後ほどご説明させていただきます。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 高架が出来ると、見てお分かりの通り土地が分断されてしまい、そこで家賃収入を得て生

活をされているのですが、それが無くなってしまったら生活が成り立たなくなってしまう。

そういったこともあり譲ってもらえていません。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 要するに立体交差するにあたって、大きな橋脚を 2本若しくは 3本設置する必要があり、

どうしても土地利用的に分断されてしまう形になります。 

 

（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 踏切で平面交差であるから、どうしても待ち時間がありますよね。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 立体交差の方が安全上絶対に良い。 

 

（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 長与町としてはループ橋で計画していたけれども、なかなかうまくいかず、踏切が狭くて

渋滞とか発生しているので、一番の次善の策はこれしかないという変更案ですね。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 はい。黄色のまま残しておいても、用地買収に相当の期間を要します。 

 

（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 長与にイオンタウンが出来たから行きたいのだけれども西高田線が混むのでまだ行ったこ

とがない、という話を大学でも聞きます。だからやっぱりここのところは住民の方のために

もきちんと整備してやらないといけないなと思いますね。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 この路線については周辺住民の方より早く完成させてくれということで、もう何年も待た

せている区間になりますので、今回ループは外させていただいて、整備を早くすることによ

って西高田線の機能の早期発現を図りたいと考えております。 
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（（（（④④④④委員）委員）委員）委員）    

 （踏切は）今どのくらいの幅があるのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 路肩も含めて 6ｍくらいです。 

 

（（（（④④④④委員）委員）委員）委員）    

 そしたら相当広くなるのですね。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 2倍強広くなります。 

 

（（（（②②②②委員）委員）委員）委員）    

 踏切を渡って高田線に接続するまでの区間はそのまま拡幅するだけですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 そうです。今から行きますが、中心を動かさないように、ここだけは少し広いのですが、

両方に歩道を付ければ 14ｍの幅員は確保できます。場所を動かすとなれば交差点の改良が出

てきて、踏切からの距離が短いため警察協議でアウトになってしまいます。よって中心線は

いじりません。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 14ｍの幅員というのは、今役場から上ってきた道が 17ｍございます。車道につきましては

片側 3ｍの 6ｍで変更はありませんが、車道の横に 1.5ｍの停車帯がありましたがそれを 50

㎝の路肩へ変更し、歩行者と自転車が通行できる自転車歩行者道が 4ｍのものを 50㎝縮めて

3.5ｍにするということでイメージしていただければと思います。 

 

（①（①（①（①委員）委員）委員）委員）    

 歩道の 3.5ｍというのも広すぎる。何人の方が歩くのかはわかりませんが、国の基準といい

ますか、一日に何人の人が歩くのかというところにも 2ｍ3ｍの道路を造らせる。道路構造上

そういった指導が強い。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 そうですね。今回自転車歩行者道ということなので最小有効幅員が 3ｍ、それにガードレ

ール等の路上施設帯の幅を含めて 3.5ｍという計画になっております。この 3.5ｍが最小幅員

になります。自転車も通行可能な道路ということでそのようになっております。歩道であれ
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ば 2ｍプラス 50㎝の 2.5ｍまで縮められますが、歩道扱いにしますと自転車は停車帯等を通

行しなければならなくなりますので。 

 

（①（①（①（①委員）委員）委員）委員）    

 両側造るのでしょう。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 はい。ご存知かとは思いますが高田線につきましては、線路に近接している区間は歩行者

の需要がないという理由であると思いますが、片側歩道の区間もあります。しかし西高田線

につきましては両方に住居がありまして両側歩道にせざるを得ないということになります。 

 

（⑤（⑤（⑤（⑤委員）委員）委員）委員）    

 自転車というのは、確かに需要はありますよね。車道を走ってもらうのは危ないので、車

を運転する人も気にせず運転できる。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 どうしても歩道を縮めるのであれば、停車帯を広げて自転車の通行帯を確保する形になる

のかなと思います。今考えている幅員が最小幅員であると考えています。通学路にもなって

いる区間もありますので自転車歩行者道は付けさせていただきたいと思っています。 

 

（②（②（②（②委員）委員）委員）委員）    

 今買収はどのくらい行っているのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 こちらの方はまだ今からですね。まだこれで変更しますというのが決まっておりませんの

で先に進められません。今回の変更を終えた後に詳細に入っていきたいと考えております。 

 

（①（①（①（①委員）委員）委員）委員）    

 意見書にも出ていましたが、終点部を延ばして例の跨線橋（高田小学校線）に繋げるとい

う案はないのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 構想としてはそちらの方ではなく、今ある役場の構想では百合野病院の方へ延ばすという

ものです。 

 

（⑥（⑥（⑥（⑥委員）委員）委員）委員）    
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 将来的には外国語大学前の交差点に接続させる計画であったと思う。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 いずれにしましても、意見書の件につきましても後ほど図面等を見ていただきながらご説

明したいと思います。 

 

（①（①（①（①委員）委員）委員）委員）    

 ここは踏切で一旦停止を必ずしなければならない。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 踏切信号をしない限りですね。踏切用の信号機を付ければ連動させて行くこともできます

が、JRも警察も現在そのような考えはないようです。 

 

（⑥（⑥（⑥（⑥委員）委員）委員）委員）    

 危ないが、平面交差にしないと仕方がない。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 立体交差にすると事業費が莫大になり、いつ終わるかわからないということになります。

今踏切の緊急対策で全国に 2,000箇所くらいありますが、まだ 140箇所くらいしか対策が終

わっていません。その対策箇所に高田踏切は入っていないので、本当に何年かかるかわから

ない状況です。 

 

（①（①（①（①委員）委員）委員）委員）    

 長与町の人口が 15,000人とか、そういった頃の、或いはそれより前の状況で造られてその

ままでしょうから。 

 

（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 今現在の朝夕の渋滞状況はどうなのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 渋滞するのは、朝夕 30分から 1時間程度の時間です。時間帯的には夕方が 5時から 6時

台ですね。その時には役場方面にかけてはけやき病院の辺りまで渋滞しています。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 ちょうどその時間帯に踏切が 6回下ります。それ以外の時間帯は 1回 2回なので何とかは

けるので混雑はしていません。 
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（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 高田線方面の渋滞はどうですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 高田線方面は、渋滞はしますが、次の青信号でほとんど通過できております。よって渋滞

はしますが滞留はさほどない状況です。 

 

（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 ここ（県道東長崎長与線の榎の鼻高架付近における長与駅方面から役場方面への右折）の

渋滞はどうですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 こちらにつきましては、近々に交通量の実測はしておりませんが、現在西高田線を一部開

通したことにより、開通前と比べるとかなり渋滞は少なくなっているのではないかと思いま

す。長崎方面からの車が西高田線を利用することにより、高田線の負荷が幾分少なくなって

きているのではないかと思います。また、役場の川向かいの東長崎長与線についても、以前

は皆前橋の先まで渋滞することもありましたが、西高田線が一部開通してからは長与中央橋

付近まで渋滞が短くなっています。ループを造らなくても、一部開通により榎の鼻付近だけ

ではなく、こちら側の路線にもそれなりの効果はあると感じております。 

 

（①（①（①（①委員）委員）委員）委員）    

 確かに思ったほど渋滞はしていない。しかし高田線の渋滞（長崎向かい）も最近多くなっ

たように感じる。特に小学校の跨線橋が出来たあたりから。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 高田線の渋滞については跨線橋が原因ではなく、その先の国道 206号の渋滞及びロイヤル

チェスター前の右折帯の距離が大きな原因であると思いますので、そちらを解消しなければ

高田線の渋滞解消は難しいのではないでしょうか。 

 それでは踏切の方へ移動したいと思います。 

 

 

【現地【現地【現地【現地    ２カ所目（終点部（高田踏切）付近）】２カ所目（終点部（高田踏切）付近）】２カ所目（終点部（高田踏切）付近）】２カ所目（終点部（高田踏切）付近）】 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 ここが終点部の踏切になります。黄色のラインが、そこにお屋敷がありますがそのお屋敷

と後ろの法面を真っ直ぐ行くようなイメージです。それを今回廃止させていただいて、今見
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ていただいている踏切を、中心線の角度は変えずに車道を片側 3ｍの 6ｍ確保して、両サイド

に 3.5ｍの歩道を敷設するイメージとなります。見ていただいてわかると思いますが、今渋滞

していないですよね。やはり朝夕ラッシュ時のそれぞれ 30分から 1時間が渋滞がひどく、日

中は渋滞していないという状況です。今通ってきてお分かりだと思いますが、歩道がないと

かなり危険な道です。ここについては通学路の指定はありませんが、付近の高田中学校の生

徒も利用しています。車が通り過ぎた後でないと歩行者は通行できない危険な踏切でありま

す。 

 

（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 北陽台高校の生徒さんは通らないのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 利用されている方もいらっしゃると思います。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 雨が降ったときに傘もさせません。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 また、事前配布資料にも載せておりましたが、役場方面からの車両で、バスや大型のトラ

ックが踏切で止まった場合、離合ができません。一方が通過するのを待って発進せざるを得

ないということで、この離合待合が渋滞の大きな原因になっております。現在片側 3ｍ無い

状態でありますので、3ｍ確保することによって離合待合をなくし渋滞解消を図りたいと考え

ております。 

 

（②（②（②（②委員）委員）委員）委員）    

 先程説明は受けましたが、この線は変えられないのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 できません。基本的に道路に対して道路は直行させなければなりません。ここについては

昔からこの状態なので、ここの角度等も変えません。直行させるとなれば踏切からの距離が

取れません。踏切を渡ってそこの焼肉屋さんの用地を高田線に平行に真っ直ぐ行くという計

画もありましたが、それも難しい。そういうことであれば、現状のまま拡幅したらどうかと

いうことです。焼肉屋さんに道路を通したら先の信号が赤とか青とかわかりづらい。そうな

ったときに、もし先が詰まったときに踏切に入ってきた車は逃げ場所がありません。今の状

態は前方の信号機が目視できるところにあります。先の停車余裕が確認できるので無理に踏

切に進入することはありませんが、焼肉屋に延ばすと無理して入ってくる車が取り残されて
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しまう危険があります。 

 

（④（④（④（④委員）委員）委員）委員）    

 ここも片側１車線ですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 はい。高田線に合流する車で左折する車はあまりありません。９割方は右折します。踏切

を渡った先に左折帯を設ける案を JR に相談しましたが、車線を増やすことは無理ですとい

う回答を得ましたので、片側１車線で考えています。 

 

（⑦（⑦（⑦（⑦委員）委員）委員）委員）    

 踏切の両サイドに家がありますが、そちらは移転ですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 はい。向かって左側のお宅がお父様で右側が息子さん夫婦のお宅になります。こちらにつ

きましては、今駐車場に車を止めましたけどその辺りを造成することにより、そちらの方に

移っていただこうということでお話を進めております。もう１件奥のお宅も造成した箇所に

移っていただこうと考えております。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 （バスが踏切にさしかかる） 

ちょうど今です。この状況を見てください。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 それでは役場の方へ戻りたいと思います。お車に移動してください。 

 

 

【役場にて審議再開】【役場にて審議再開】【役場にて審議再開】【役場にて審議再開】    

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原藤原藤原藤原和輝）和輝）和輝）和輝）    

それでは、現地視察に引き続き審議会を進めさせていただきます。 

 ここで、委員及び事務局の紹介をさせていただきます。まず委員の方々のご紹介をさせて

いただきます。今年度は任期満了の年度でありましたが、再委嘱をお願いしましたところ、

全委員さんが快くお引き受けくださいました。ありがとうございました。委員さんの入れ替

わりはございませんが、任期が変わって 1 回目の審議会ですので、改めてお名前をご紹介さ

せていただきます。 

町の総合開発審議会委員も務めていらっしゃいます、山本 喜代治（やまもと きよじ）さ
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んです。 

 

（山本委員）（山本委員）（山本委員）（山本委員）    

    山本です。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    土地家屋調査士の、峰 忠彦（みね ただひこ）さんです。 

 

（（（（峰峰峰峰委員）委員）委員）委員）    

    峰です。ひとつよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    長崎大学工学研究科教授の、松田 浩（まつだ ひろし）さんです。 

 

（（（（松田松田松田松田委員）委員）委員）委員）    

    松田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    長与町社会教育委員の委員長で、町の総合開発審議会委員も務めていらっしゃいます、佐

野 浩子（さの ひろこ）さんです。 

 

（（（（佐野佐野佐野佐野委員）委員）委員）委員）    

    佐野です。よろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    元シーボルト大学理事長の、木村 道夫（きむら みちお）さんです。 

 

（（（（木村木村木村木村委員）委員）委員）委員）    

    木村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    元長与町職員の、土井 正英（どい まさひで）さんです。 

 

（（（（土井土井土井土井委員）委員）委員）委員）    

    土井です。どうかよろしくお願いします。 
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（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    長与町議会議員で副議長の、山口 憲一郎（やまぐち けんいちろう）さんです。 

 

（（（（山口山口山口山口委員）委員）委員）委員）    

    山口です。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    元長崎市議会事務局長の、岩本 健（いわもと けん）さんです。 

 

（（（（岩本岩本岩本岩本委員）委員）委員）委員）    

    岩本です。よろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    元長崎県職員の、中道 純一（なかみち じゅんいち）さんです。 

 

（（（（中道中道中道中道委員）委員）委員）委員）    

    中道です。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    なお、本日欠席のご連絡をいただいておりますが、住民代表で委員をお願いしております

山﨑 昌美（やまさき まさみ）さんと、西そのぎ商工会長与支所長の中尾 正浩（なかお ま

さひろ）さんにも引き続き委員をお願いしておりますので、ご紹介させていただきます。 

 また、住民代表で委員をお願いしております飛永 てるみ（とびなが てるみ）さんですが、

所要により途中退席となりました。ただ議決権については会長の方へ委任するということで

ご了承いただいております。よろしくお願いいたします 

 続きまして、事務局の紹介をいたします。 

 建設産業部長の、緒方 です。 

 

（（（（事務局：長与町事務局：長与町事務局：長与町事務局：長与町建設産業部建設産業部建設産業部建設産業部    部長部長部長部長    緒方哲）緒方哲）緒方哲）緒方哲） 

    建設産業部長の緒方でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    建設産業部理事の、松邨 です。 

 

（事務局：長与町（事務局：長与町（事務局：長与町（事務局：長与町建設産業部建設産業部建設産業部建設産業部    理事理事理事理事    松邨松邨松邨松邨    清茂清茂清茂清茂））））    

 どうも皆さんお疲れ様です。松邨です。よろしくお願いいたします。 
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（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    都市計画課課長補佐の、前田 です。 

 

（事務局：長与町（事務局：長与町（事務局：長与町（事務局：長与町都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課    課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐    前田将範前田将範前田将範前田将範））））    

 前田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    都市計画課計画係長の、山本 です。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    係長係長係長係長    山本公司）山本公司）山本公司）山本公司）    

 山本と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

    最後に、私は都市計画課計画係の藤原 と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

    委員の皆様におかれましては、2 年間にわたり委員をお願いすることとなりますが、ご協

力の程、よろしくお願いいたします。 

    続きまして、会長及び会長代理の選任を行います。今回は再委嘱後の最初の審議会になり

ますので、会長及び会長代理を選任する必要がございます。どなたか会長に立候補される方

はいらっしゃいませんでしょうか。 

 

（（（（①①①①委員）委員）委員）委員）    

    立候補するのではありません。立候補しろといっても多分手は挙がらないと思います。皆

さんの意向でお諮りされたらどうかと思います。私はレジュメの中で会長及び会長代理の選

任という手続きが入っておりますが、どうしてかなと怪訝な思いがしました。どうしてかと

いうと、去年６月から委員になっておりまして、当然現在の峰会長さん山本会長代理がその

ままご在任とばかり思っていました。どうして会長及び会長代理の動議があるのかなと、何

かご都合でもお抱きになったのかなと怪訝に思っていましたので、私から申し上げるのも甚

だ僭越ではありますが、峰会長、山本会長代理ということでお願いできればと思っておりま

すけれども、皆様いかがでしょうか。 

 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

 ありがとうございます。それでは、会長の方は峰忠彦委員、会長代理につきましては山本

喜代治委員にお願いしたいと思います。 
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 それでは峰会長、会長席へ移動願います。 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 只今①委員の方からご推薦を頂きまして、皆様方委員の方々からご同意を頂きまして、再

度会長職という形で務めさせていただきたいと思います。この２年間は皆様方のご協力を頂

きながら、精一杯この都市計画審議会が活発な活動ができますように頑張っていきたいと思

います。それから、会長代理として山本喜代治先生にはお世話になりますけれども、ひとつ

よろしくお願いいたします。 

 

（（（（会長代理会長代理会長代理会長代理））））    

 よろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

 ありがとうございました。では本日の議案審議に移りたいと思います。これより議事の進

行につきましては、峰会長にお願いしたいと思います。 

なお、今回ご発言いただいた内容につきましては、町のホームページで議事録として公開

しますので、ご了承ください。 

それでは峰会長、宜しくお願いいたします。 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 はい。それでは議題の方に移らせていただきたいと思います。 

第１号議案 長崎都市計画道路３・５・４１１号西高田線都市計画決定変更について議題

としたいと思いますので、事務局の方より説明をお願いします。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 はい。それでは私の方から議題につきましてご説明させていただきたいと思います。事前

にお配りしておりました資料の中で、議案書 第１号議案と書かれた資料につきましては当然

議案にはなりますが、まず変更する内容についてまとめたものが四角囲みで補足資料と書か

れたものになりますが、こちらの方を利用しながら変更概要ということでご説明したいと思

います。ページ番号を右下の方に記載しておりますが、１ページ目をご覧ください。１ペー

ジ目は現地確認でも見ていただいたものになります。大きく色分けして①から④まで表示し

てございます。 

 ２ページ目をご覧いただきたいと思いますが、まず前面の方に大きな地図（平面図を委員

前方に表示）を用意してございますが、位置関係をご確認いただきたいと思います。向かっ

て左側、ここが役場になります。西高田線はここの役場前を起点といたしまして、長与川を

長与中央橋で渡河いたしまして、ここがイオンタウンに向けた上り坂になります。ここがイ
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オンタウンの交差点です。そこからさらに進みまして、ここがフォーレツインキャッスルと

いうマンションになりますがその前の交差点になります。その先にパチンコまるみつさんが

ございます。さらに進みまして、ここが北陽台高校の登り口でございます。それからさらに

進みますと、最初に現地確認を行った場所がここになります。さらに進みまして、こちらに

けやき医院さんという病院がございます。さらに進みまして、ここが和楽団地に行く交差点

になります。和楽団地の先は時津や百合野団地に繋がっております。さらに進みますと、こ

こが２カ所目現地確認いただいた高田踏切になります。一応ここの付近が終点部となるとい

うことで、位置関係を把握していただければと思います。 

 

 今回現場でもご説明いたしましたが、まずは道路の幅ですね。現在幅員を 17ｍで計画して

おります。役場前からフォーレツインキャッスル前までが現在施工済みになっておりますが、

こちらが幅員が 17ｍございます。こちらに大きな図面で横断図（一般部横断図を委員前方に

表示）を用意しておりますが、向かって上が幅員 17ｍの内訳、向かって下が今回変更を考え

ている幅員 14ｍの内訳になります。車道につきましては片側 3ｍありますが、こちらは変更

ございません。変更箇所といたしましては、車道の両サイドに変更前は 1.5ｍの停車帯がござ

います。こちらにつきまして、変更後は 1ｍ狭めた路肩で施工したいと考えております。さ

らにその横になりますが、歩行者も自転車も通行可能な自転車歩行者道がございますが、施

工済み区間と現計画においては 4ｍでありますが、変更案ではそれを 50㎝狭めて 3.5ｍにし

ようと考えております。停車帯から路肩への変更で両サイド計 2ｍ、自転車歩行者道で両サ

イド計 1ｍ、合計で 3ｍの縮小をしたいと考えております。 

 そういったなかでレジュメの２ページ目に戻っていただきたいと思いますが、縮小の理由

ということで、まずは停車帯から路肩への変更について説明させていただきます。一般的に

道路を設計する場合は道路構造令に従う必要がありますが、その解説と運用において、レジ

ュメに記載しておりますが、「沿道が商業業務地区等の場合は、沿道の商業施設への出入りや、

荷捌き等により、車両の路上での駐停車の需要が多く発生することが予想されるため、停車

帯を設けることにより円滑な通行の確保が可能となるだけでなく、道路全体が広幅員となり、

良好な市街地を形成することが可能である。」という説明がございます。その下に施工済み区

間と変更区間の状況を記載しておりますけれども、施工済み区間につきましては、イオンタ

ウン周辺が商業地域であり、停車帯の設置は効果的といえます。しかし変更区間につきまし

ては、図面上側が準工業地域、下側が第 1 種住居地域であり、道路構造令上停車帯の設置が

必要不可欠というわけではない、ということが言えます。また施工済み区間については、榎

の鼻土地区画整理事業において北陽台団地を新たに造成しており、停車帯の設置により広幅

員になることで良好な市街地形成に寄与しているのではないかと言えますが、変更区間にお

いては現道拡幅区間であるため、新たな団地造成や市街地の拡大は見込まれる地域ではない

区域になりますので、そういった理由が考えられます。 

 それと、停車帯の運用方法についてということでも記載をさせていただいておりますが、
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「停車帯は、本来の目的である一時的な停車に用いるのは当然であるが、状況によって様々

な運用方法が考えられる。交差点付近では駐車はもとより停車も好ましくないので、交差点

流入部と流出部では停車帯の幅員を利用して付加車線を設けたりするのが良い。」とされてい

ます。施工済み区間においては 1.5ｍの停車帯がありますが、ここのイオンタウン前交差点

ですけれども、北陽台団地への右折帯設置のため停車帯部分を利用しております。また、ツ

インキャッスル前交差点でございますが、施工後はこの西高田線が本線になりますが、反対

車線に城ノ平へ行くための右折帯を設けております。それの伴い役場からの道路については

本線シフト長、ゼブラ帯として停車帯の幅員を利用しております。しかし変更区間において

は、施工済み区間のような停車帯の運用は想定しておりません。そういったことから、変更

区間では1.5ｍの停車帯ではなく、0.5ｍの路肩 に変更させていただこうと考えております。

ここには記載しておりませんが、警察との協議においても、この残区間においては 1.5ｍの

停車帯は広すぎるということで、0.5ｍの路肩にするべきとの指導を頂いているところです。 

 もう１点が 4.0ｍの自転車歩行者道を 3.5ｍに 50 ㎝縮小するということですが、これもこ

ちらに記載しておりますが、最新の道路構造令において、自転車歩行者道の幅員については、

利用する歩行者もしくは自転車等の交通量の多少により判断する必要がある、というふうに

されております。要するに、土地利用的、それから実際に歩行者や自転車を利用される方が

多い少ないによって幅員は判断するべきである、とされています。施工済み区間においては、

イオンタウン施設利用者及び北陽台団地住民による利用が相当程度見込まれるということで、

土地利用的に歩行者数が多いと予想されます。変更区間につきましては現道拡幅区間になり

ますので、施工後もこれ以上北陽台団地のような市街地の拡大は見込まれず現況での利用が

予想される地域になりまして、土地利用的に歩行者数が多いとは言えません。では、実際に

歩行者の実測はどうなのかということで、施工済み区間はイオンタウン前交差点、変更区間

においては北陽台登り口での、昨年７月に行った実測結果をそこに載せております。それぞ

れ午前７時から午後７時までの１２時間の観測結果になりますが、イオンタウン前交差点で

は 722 人、北陽台登り口では 470 人ということになっております。大きな差はありませんが、

先程申し上げた土地利用的にも実測結果からも施工済み区間は歩行者が多く、変更区間は少

ない、という結果が出ておりますので、これを持ちまして 50 ㎝の縮小をさせていただきたい

と考えております。 

 

 続きまして次のページをご覧ください。変更点の２つ目ということで、立体交差、ループ

橋の廃止になります。現地でもご説明さし上げましたが、図面で言うところの黄色で示した

区域を今回廃止させていただきたいと考えております。北陽台高登り口の手前から山手の住

宅地の方へ支線を延ばしまして、西高田線の本線、高田川、民有地、JR の上空を立体交差し

まして、長崎多良見線の方へ接続させるという計画でございますが、これを今回廃止させて

いただきたいと考えております。 

 理由の１つ目といたしまして、そもそもこのループ橋造成の主の目的といいますのが、長
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崎多良見線が交通量が多くその負荷軽減を図り、さらに榎の鼻交差点がボトルネックになっ

ておりまして、こちらの方が渋滞が激しいということでループ橋に迂回させようということ

でございました。そこで交通量推計につきまして再検討を行いました。こちらに四角で囲ん

で図を載せておりますが、こちらは現況交通量ということで、西高田線を整備する前の状況

を再現した推計結果になります。この図の中で赤丸で囲んで 180 と記載している箇所があり

ますが、こちらが榎の鼻交差点における現在農協跡地に親和銀行がございますが、こちらが

その親和銀行の前付近と考えていただければと思います。そして単位が日量 100 台となりま

すので、180と記載しておりますが日量 18,000 台ということで見ていただければと思います。

そして右ページの上に図を左右２つ載せておりますが、向かって左側が平成 42年のループを

造った場合の将来交通量、向かって右側が平成 42年のループ無しの場合の将来交通量推計結

果となっております。ここで先程と同ポイントを同じく赤丸表記しておりますが、ループを

造った場合の将来交通量が日量 13,900 台で、ループなしの場合が日量 14,200 台という結果

が出ております。あくまでも推計ではありますが、ループ有りが 13,900 台、ループ無しが

14,200 台であり、ループの有り無しのときの榎の鼻付近の交通量は日量 300 台程度の差分で

あるということがございます。それと、先程西高田線を整備する前が 18,000 台ということで

申し上げましたが、ループ無しの場合であっても 14,200 台ということで、ループを造らなか

ったとしても、役場前まで道路を開通したことにより榎の鼻付近の交通量は日量 3,800 台程

度も減少するという結果になっておりますので、ループが無かったとしても西高田線自体の

効果は十分あるのではなかろうかと考えております。 

 また、別の理由といたしまして、ループの県道取付け部になりますが、ここにつきまして

は現在 JRの線路がございまして、その上に県道長崎多良見線があります。今ここの高低差が

約 2.5ｍから 3ｍございまして、県道の方が高い位置にあります。ただこれの上にループ橋を

持ってくるためには、JRの線路より上の桁下空間につきまして最低でも 5.35ｍ設けなければ

ならないと JR で決まっておりまして、その上にさらに 2ｍから 3ｍ程度のループ橋がくる形

になりますので、今現在ここの高低差が 3ｍほどしかございませんので、長崎多良見線を 4

ｍから 4.5ｍ位嵩上げする必要がございます。取り付け部分だけ嵩上げすればいいというわ

けではなく、一定の縦断勾配で前後数百ｍに渡って嵩上げする必要が当然ございますし、こ

こに長崎多良見線に取り付けている橋もございますし、こちらに行けば南陽台に上る町道も

ございますが、そこの付け替えも出てきます。さらに、取付け部道路の反対側が急峻な山の

斜面になっておりますので、場合によってはここの山の切り出しも出てくる可能性もありま

す。結果として、工事期間もさらに長期になることが想定され、実現に向けての課題も相当

大きくなっている現状がございます。そういったこともございまして、先程申し上げた将来

交通量推計結果、それから長崎多良見線嵩上げによる課題の増大という理由を持ちまして、

こちらのループの方を今回廃止させていただけないかと考えております。 

 

 次のページをお願いします。変更の３点目というところで、これも現場でご確認いただい
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たところですが、既定計画では踏切を渡らずに真っ直ぐ延びた状態で中途半端なところで止

まっています。これを黄色の分を廃止させていただいて、赤の部分になりますが、現道を両

サイド拡幅することにより長崎多良見線に接続させるということで都市計画を変更させてい

ただきたいと考えております。レジュメの青の点線で囲んだところになりますが、都市計画

道路の交通機能として主要幹線道路に接続させる必要がありますが、これまではループ橋で

長崎多良見線に接続させていましたが、ループを廃止することによりその接続ポイントの変

更が必要であるということがございます。 

 このポイントでの接続に関しての理由としまして、まず記載しておりますように、既定計

画終点部より先の路線については、構想はあるものの西高田線のように都市計画決定されて

いるわけではなく、あくまでも構想としてあるというところになります。この構想について

少しお話したいと思います。前の図面（総括図を委員前方に表示）をご覧ください。こちら

が役場になります。この赤の実線というのが西高田線になります。赤線の最終地点が終点部

の高田踏切付近になります。今の既定計画ではこの線が線路を渡らずに真っ直ぐなっていて、

これは何で延ばしているかというと、この先の構想がございました。今もございます。この

既定計画の先を紫で引いておりますが、これが構想部分の路線でございまして、今ここ（百

合野団地の北東側）で止まっております。といいますのは、これは長与町都市計画マスター

プランにおいてこの点線はここまで延びた状態で止まっています。ここで止まっていますが、

実際はさらに延びて百合野病院のところを下って、こちらの国道 206 号に接続をさせる、場

所は定かではありませんが、恐らく 206 号のドンキホーテの下にメルセデスベンツがござい

ますが、だいたいその辺に接続をさせる、計画ではなく構想があります。図において何でこ

こ（百合野団地の北東側）で止まっているかというと、ここが長与町と時津町の行政界であ

りますので、長与町の構想、マスタープランとしましてはここで止まっているというところ

になります。これが仮称ですけれども長与・時津・長崎線という路線名が付いております。 

そういったことでこちらのレジュメに戻っていただきたいと思いますが、構想としてはある

ものの構想路線については時津町場合によっては長崎市との広域的な合意が必要になってま

いります。 

 また、都市計画道路として当然交通処理機能が必要ではありますが、片や市街化を誘導す

る機能もございます。ただ、先線を延ばしたとしても、前の図面は用途地域を色分けして表

示しておりますが、先線の沿線は色が塗られておらず、全域が市街化調整区域になってござ

います。調整区域でありますので開発が認められる可能性が非常に難しくなっております。

ここを都市計画決定した当時は、まだ人口が伸びている時代でございましたので、先線を延

ばした暁には沿線を市街地に編入して市街化を誘発していこうという構想があったのかもし

れませんが、現在人口が減少している局面を迎えているなか、ここを市街化して開発をどん

どん進めていこうという計画は、不可能ではありませんが、非常に難しいのではなかろうか

と考えております。 

 それからルート選定においても、先線の区域は山あり谷ありの地域なりますし、ここに川
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平有料道路、外環状線といいますが、ここを上に行くにしても下を行くにしても交差させる

必要がございますので、そういった技術的な課題も出てくるのではないかと考えております。 

それと、こちら（高田踏切）を見ていただきたいと思いますが、もし先線を延ばした暁には、

この高田踏切は廃止する必要がございます。といいますのは、先線を延ばした場合、先線が

本線になりますので、長崎多良見線から踏切を渡ってきた車を西高田線に合流させてやらな

ければなりません。ただそこで問題なのが交差点でございまして、ここに踏切がございます

ので、踏切からあまりにも合流箇所が近すぎますので、踏切先に交差点を持ってくることが

難しい。先日、時津警察署とも協議を行いましたが、このような状態（先線に対し長崎多良

見線からの合流を斜めに交差させる状態）で交差点を持ってくるのは極めて難しいと、回答

を頂いているところです。交差点の処理としては原則直角に持ってくる必要がありますので、

ここに交差点を持ってくるためには、先線をさらに大きく山側へ振って JRからの距離を確保

した状態で、先線に直行させる必要がございます。そういったことをしない限りここに交差

点を持ってくることはできません。ということであれば、踏切を廃止して車両を通さないよ

うにする、ということも考えなくてはならなくなります。ただここの踏切については、和楽

団地や付近住民の皆様の生活道路になっておりますので、踏切を廃止するという合意形成は

極めて難しいと考えております。 

 そういったこともありまして、この先線につきましては構想としては当然あっていいと思

っております。ただこれを延ばす、計画決定をして整備をしていくとなれば、かなり長期の

事業となるということもございますので、そういったことから先程申し上げた接続ポイント

の変更が必要になってくるのではなかろうかというふうに考えております。 

 それと、別の理由ということで、ここに２つ写真を載せておりますけれども、現場でも見

ていただいたように、まず上の写真が現場で見ていただいた角度になります。対向車線にバ

スが止まっているときに、対向車は離合が出来ず止まるしかありません。バスが行くまで通

れません。ここで離合待合が発生し、これが渋滞の大きな原因になっております。ここを都

市計画決定して整備することで片側 3ｍの幅員が確保できますので、離合待合による渋滞が

解消するのではなかろうかと考えております。下の写真は、先程も実際通っていただきまし

たが、ここが高田中学校や北陽台高校の生徒さんが通りますけれども、歩道が無いためにか

なり危険な状態に置かれております。ここに 3.5ｍの歩道を設けることにより、生徒さんだ

けではなく、お年寄りの方や車いすの方も安心して通行することが可能となります。 

 先程も申し上げましたように、先線を計画決定して何十年も待っていても、喫緊の課題で

あるここの踏切対策は全く進ないということになりますので、構想としては残しておいてい

いとは思いますが、都市計画としては長崎多良見線へ接続させてやることによって、踏切の

危険の解消、そして渋滞の解消を図ってまいりたい、即効性のある対策で臨んでまいりたい

と考えております。 
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 最後になりますが、長崎向かいの北陽台高下バス停位置の変更になります。ちょうど今ま

るみつパチンコさんの前にバス停がありますが、それを 100ｍ程移動させて、こちらの北陽

台登り口の方へ持ってくるというものでございます。現場でも少し説明しましたが、西高田

線が本線となった場合、起点側からスピードを出して車が下ってきたとき、既存のバス停が

右カーブの終わるところに位置しているため、真っ直ぐ突っ込んでくるという恐れもありま

すので、こちらの方へ移動をさせていただくというものでございます。また、道路構造令に

従ってバス停を設ける必要がございまして、ここにも記載しているように、今のバス停は延

長が 25ｍ程しかございませんが、道路構造令に抵触しない形状にするには最低で 40ｍ確保し

なければならないということになっております。内訳としては、減速長が 12ｍ、停車線長が

15ｍ、加速長が 13ｍということで、これらの用地的制約もありまして、他の箇所での 40ｍの

バス停車帯確保が難しいということも、理由として挙げられます。ということでバス停の位

置を変更させていただきたいと考えております。 

 

 以上、４点の変更点について説明させていただきました。 

 

 それを踏まえたうえでこちらの議案書に戻っていただきたいと思いますが、これがいわゆ

る法定図書になります。１ページ目に道路の変更ということで計画を記載しておりますが、

都市計画道路中 3・4・411 号西高田線を 3・5・411 号西高田線に名称を改め次のように変更

する、としております。１ページめくっていただいて 2ページ目になりますが、こちらに新

旧対照表がございまして、向かって上側が新しい変更後の計画、向かって下側が変更前の既

定計画になりまして、変更箇所が、路線番号、今までが「3・4・411 号」であったものが「3・

5・411」へ変更になります。また、道路延長について「1,380ｍ」であったものが「1,330ｍ」

へ変更となります。そして、幅員ですが変更前が「17ｍ」で変更後が「14ｍ」ということに

なります。1 ページ目に戻っていただいて、この路線番号がなぜ変わるかというと、点線の

下側に理由を記載しておりますが、一桁目については「区分」ということで、幹線道路に相

当するものは「3」を使用しますのでそのまま「3」のままですが、今回変更となるのが真ん

中の数字、これが「4」が「5」になるのですが、こちらが「規模」を表しておりまして、代

表幅員、いわゆる延長が長い区間の幅員になりますけれども、施工済み区間が約 640ｍござ

います。今回変更をかける区間が約 690ｍございまして、14ｍになる区間が長くなります。

ここで見ていただければ、「4」が幅員 16ｍ以上 22ｍ未満のもの、「5」が幅員 12ｍ以上 16ｍ

未満のものということなので、この真ん中の数字が「4」から「5」へ変更になります。 

 3 ページ目が理由書になりますが、上 3 行は西高田線決定の経緯になります。今回の理由

としましては中段以降になりますが、先程申し上げましたように、今回、社会経済情勢の変

化により町の将来構想である（仮）長与・時津・長崎線については当面整備の見通しが立た

ないことから、都市計画道路として早期に機能が発現できるように、本路線の終点接続位置

を都市計画道路 高田線に変更するとともに、ＪＲ長崎旧線との交差位置及び交差方式を立体
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交差から平面交差へ変更します。それとともに、幅員構成も行います。そして、路線番号を

3・4・411 号から 3・5・411 号 西高田線に変更をさせていただく、ということになります。 

 4 ページ目に現在までの状況を記載しておりますが、まず地元説明会を 2 月 6 日に長与町

役場で、2 月 8 日に地元の西高田自主防災センターで、計 2 回行っております。出席人数は

それぞれ記載の通りとなっております。県との事前協議につきましては、2 月 27 日付で回答

を頂いております。その後計画案の縦覧ということで、3月 2日から 3月 15 日まで行ってお

ります。その間に意見書の提出が 1 件ございます。そして都市計画審議会ということで、3

月 27 日本日開催しているところになります。 

 

 それから最後になりますが、今申し上げたように意見書の提出が 1 件ございます。当日資

料ということで机の上に置いていた資料となりますが、こちらをご準備ください。1 枚目に

つきましてはこちらに記載しておりますように、審議会終了後回収させていただきます。2

ページ目をご覧ください。上の方で四角で囲んだところに都市計画法第 19条第 2 項というこ

とで参考に載せておりますが、「市町村は都市計画の案を市町村都市計画審議会に付議しよう

とするときは、第 17条第 2 項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会

に提出しなければならない。」とされています。1枚目につきましては実際に提出された意見

書の写しになります。法律には「意見書の要旨を提出しなければならない」とされています

ので、2 ページ目の下には意見書の要旨を記載しております。よって提出された意見書の内

容が纏められているか、見比べていただいてご確認いただきたいと思います。内容を纏めた

こちらの要旨につきましては、本日お持ち帰りいただいて結構ですが、1 枚目の写しにつき

ましては審議会終了後回収させていただきます。 

 それでは確認をいただきながら、提出された意見書に対する事務局の見解を述べさせてい

ただきたいと思います。 

 

 まず 1 点目が、要旨で言いますと、今回の変更により高田踏切の安全性は高くなりますが、

平面交差であるため、県道と踏切との自動車滞留区間が、普通乗用車２台分しかないという

ことです。また、平面交差でありますので、信号が青であっても踏切では一旦停車しなけれ

ばならず踏切の遮断もありますので、踏切が改良されても交通渋滞の解消にならない。渋滞

を解消するためには、踏切を立体化する必要がある、ということです。要するにここの踏切

部分を立体交差させる必要があるのではないか、というご意見になります。 

 意見書にあるように、ここの踏切部を立体交差させる方法は 3 パターン程考えられまして、

まず 1 つ目が、西高田線は平成 8 年に都市計画決定されていますが、それ以前は県決定であ

りました。その時の計画では、高田線 長崎多良見線を高田踏切より長崎側から徐々に上げて

いきまして、高田踏切を斜めに立体交差して、現在の西高田線に下して斜めに交差させる、

という計画がありました。踏切の立体交差はまずこれが考えられますが、この計画では道路

と踏切の高さが同じであるため、立体交差させるには、先程ループ橋の既定計画位置で４ｍ
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位上げないといけないと説明しましたが、ここは高さが同じなので最低でも 8ｍ以上上げる

必要があります。さらに斜めの交差になりますので、立体交差部を来た車を下の道路に合流、

しかも斜めに合流させてやる必要がありますので、交差点処理が極めて難しいのではなかろ

うかということも考えられます。 

 2 つ目は、役場側のけやき病院あたりから踏切に向けて道路を上げていき、高田踏切及び

長崎多良見線を立体交差し、その先をループで下して長崎多良見線に接続させるというもの

です。これについても、やろうとしたら 1 つ目と同様に最低でも 8ｍ以上上げなければなり

ません。さらに言えば、ループ部分に現在ヤマト運輸と D STATION というパチンコ屋さんが

ありますが、これの移転補償が出てきますので、事業費的にかなり高額となってまいります。 

 3 つ目の案が、JR を高架するパターンです。つまり JR を上げて、西高田線は JR の下を行

くというものです。こちらにつきましては、JR高架にかかる工事期間中は仮設線路を設ける

必要がありますが、用地的に線路南側は河川があり北側は住宅が張り付いておりますので、

仮設線路を取る余裕がありません。 

 以上 3 パターンが考えられますが、意見書にございますように、踏切部を立体化するのは

難しいのではなかろうかと考えております。 

 

 続きまして 2点目のご意見が、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ここの和楽団地

入口が非常に狭い状態となっておりまして、今回ここの入口に 2件家が建っていますが、こ

ちらを移転していただいて広げようということで、地元説明会でも説明しておりました。そ

れに対する意見ということで、和楽団地入口を改良することにより出入りが容易になって、

同交差点を利用する交通量が増え更に渋滞がひどくなる、というものでございます。 

 これにつきましては、入口の家 2軒分の区間が約 22ｍございますが、幅員が路肩を含め最

小で 3.4ｍ、最大でも 4.4ｍしかないような状況でありまして、現在乗用車の離合自体が不可

能な状態となっております。西高田線の整備をしようがしまいが、ここの入口部分の拡幅は

必要であると考えております。また、車が多くなるのではなかろうか、というご意見ですが、

和楽団地を登る道につきましては、入口以外も離合が難しい狭小な箇所がございますので、

入口の改良が行われたからといってドライバーの道路選択心理を強烈に刺激するものではな

いのではないかとも考えております。さらに、交通量は多少増えるかもしれませんが、今回

役場方面からの車両処理について、和楽団地への右折帯を設ける計画です。右折帯につきま

しては、滞留長 30ｍとテーパ長、ゼブラ帯ですね、これを 20ｍ、併せて 50ｍ程度の右折帯

を設けるようにしております。乗用車でいうと 7 台から 8 台くらい入る形になります。よっ

てここの交通処理については、現在よりも解消するのではないかと考えています。せっかく

右折帯を整備しても、入口が狭小なままでは滞留した車両を処理することができずに渋滞は

さらにひどくなるため、入口付近の改良は必要であると考えています。 

 

 それと 3 つ目のご意見ですが、終点部について先線ではなく長崎多良見線に接続させるよ
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うに変更されていますが、先線の延長をしなければ渋滞の解消には繋がらないのではないか、

というものでございます。 

 これにつきましては、先程申し上げましたように、複数の行政に跨るということで合意形

成が非常に難しいのではなかろうかというところと、先線につきましては、時津町あたりと

も話をしておりましたが、当然長崎県とも協議を行っております。といいますのも、あまり

にも壮大な事業になりますので、市町レベルでおこなうのではなく、やはり県決定の方で整

備してもらえないかという思いもあり、県との協議も行っております。平成 25年に行ってい

ますが、町といたしましては長崎多良見線の渋滞軽減を図るために平行路線である先線を延

ばしたらどうか、ということで説明を行いましたが、県の見解としましては、そもそも長崎

多良見線がそこまでひどく渋滞しているというわけではないのでは、というご意見がござい

ました。例えば、日量 20,000 台あるものが 10,000 台に減りますと、そういった劇的な変化

があるのであれば考えなくもないけれども、そういったものが無いなかで先線を検討するに

は、検討材料として弱いのではないか、ということでございました。市町で行うにも県には

同意をいただく必要がございますが、根拠に乏しかった面がございます。そういったことも

ありますので、根拠的に乏しいので、都市計画道路としての交通処理機能だけではなく、市

街化を誘発する機能ということも説明したいところではありますが、先程ご説明したように、

全域が市街化調整区域でありますので、人口減少局面のなか、市街化を誘発する機能につい

ての説明についても、なかなか難しい問題が立ちはだかっているということでございます。 

 そういったこともございますので、先線につきましては構想としては残しておいても良い

と思いますが、今回計画としては一旦廃止をさせていただくということでご理解をいただき

たいと考えております。 

 

 それと最後のご意見が、高田小学校南側の跨線橋、都市計画道路高田小学校線というもの

ですけれども、これに接続しなければ、都市計画道路として多額の予算でこの高田小学校線

を架けた意味がない、というものでございます。もう一度この図面（総括図を委員前方に表

示）を見ていただきたいと思いますが、高田小学校線というのは、ここの赤で囲んだところ

であります。ここに長崎多良見線が走っておりまして、長崎多良見線の道上に高田小学校が

ございます。その道向かいに、今長与町のふれあいセンターがございますが、高田小学校と

ふれあいセンター用地を結ぶようにループ橋がございまして、長崎多良見線に接続しており

ます。これが高田小学校線になります。意見書にあるご意見では、西高田線を踏切を渡らず

延伸してここのループ橋に繋げなければ、ループ橋、高田小学校線を多額の予算をかけて整

備した意味がない、というものでございます。 

 高田小学校線を整備した経緯ですが、こちらは平成 12 年に都市計画決定されております。

その時の理由といたしましては、当時この長崎多良見線の拡幅工事の予定がありました。当

時ループ橋をかける前はここには歩道橋が架かっており、拡幅工事に伴いまして、歩道橋の

架け替えが必要となっておりました。ただ、そういった歩道橋もありながら、歩道橋の下に
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車も通れる百合野踏切という小さい踏切がございました。これに対し地元住民の方々から、

歩道橋自体も危ないし、踏切も非常に狭小で危ないということで、抜本的な解決が図れない

か、という話が昔からあっておりました。歩道橋を架け替えたとしても、踏切自体の安全性

は確保できないという理由がまずございました。それと、ここに今ふれあいセンターがござ

いますけれども、ふれあいセンターの前は県の職業訓練校がございました。その訓練校が、

平成 13 年に長崎商業高校の隣に移るという計画が持ち上がっておりまして、ループ用地につ

いて県の方と協議を行ったところ用地についても内諾が取れた、ということもあります。申

し上げたように、踏切の安全対策、それと用地確保の見込みが取れたという理由が重なった

ことから、このループ橋が出来たということでございますので、ご意見にありますように、

西高田線に接続しなければ高田小学校線の意味がない、というのは理由が違うものであると

考えております。 

 さらに言えば、もし高田小学校線に繋げた場合、高田小学校の裏に公民館がございますし、

高田小学校のグラウンドも半分程度は潰さないと道路を接続させることはできないので、子

供たち、それから地域の重要な財産を侵してまでここに繋ぐ意味が、今のところないのでは

ないかということで町としては考えております。 

 

 以上が、提出された意見書に対する事務局としての見解となります。 

 

 以上長くなりましたが、説明を終わります。 

 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 はい。お疲れ様でした。ただ今事務局から変更についての説明がありました。先程現場も

見てまいりましたので、ある程度の内容は皆様方の頭の中に入っているのではないかと思い

ますけど、このことについて、委員の皆様方からご質問等ありましたらよろしくお願いいた

します。 

 

（（（（①①①①委員委員委員委員））））    

 ループでの接続を変更されるということは、非常に現実的な取り組みだと思います。ただ、

計画としてループ橋で長崎多良見線に接続するとしたときの都市計画決定の理由というのが、

今お話しになっている理由とどういうふうに違うのか。何か非常に今の説明を聞いていると、

実際現地を見ても分かるのですが、非常に言葉は悪いですが、要するにこの計画を通すため

の妥当性を縷々説明されているというふうに、私は受け取られます。例えば、交通量推計を

したときに１日の交通量が 300台しか違わなかったのにわざわざループ化をするのかとか、

長与・時津・長崎線についても将来構想として策定されたなかでそういうふうに位置付けが

されているのですけれども、都市計画決定を取り消すとなれば将来構想には残してもいいけ
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れどもというお話ですけれども、将来構想に残すとすれば都市計画決定を変更してしまうと

いうことになると、何か片一方は残して片一方はもう止めましたよと、非常に相反するよう

な計画を示すことになるのではないか、ということになれば将来構想に対する信頼性という

か期待感というか、そういったものが非常に疑問視されてくるのではないか、ということも

実は感じておりまして、そこら辺の整合性というのをもう少しきちんとされないといけない

のではないか、というふうに感じております。都市計画決定の変更そのものには現実的な判

断として別に反対ですとか、議論を申し上げるつもりは全くありませんけれども。ただ、こ

れまでの経過について、少し、そういうことなのかな、そういうふうな物の言い方になるの

かなと感じたものですから、敢えて苦いお話をさせていただきました。 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 今①委員の方から、たいへん貴重な意見をしていただきました。今度の変更については、

色々費用対効果の問題、早期に完成をさせる、安全性を保つ、という意味では非常に変更そ

のものについては、委員の皆様にも①委員が言われるように良いのではないか。だけれども、

従来その都市計画を決定する、今の話を聞いていたらループ橋を造るときの色々な困難性で

すとか、それから踏切のところの問題とか、色々なところで実現不可能じゃないかというよ

うなものが都市計画決定されている、というような形で我々は受け取るわけですね。だから

そこのところで、前の都市計画決定は詳しくわかりませんが、そこのところがどうなのかと

いうような指摘をされましたので、そのことについてのご回答があればご説明いただければ

と思います。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 委員ご指摘の通りでございますけれども、大きく計画決定当時と状況が変わってきました

というのが、踏切対策に対する考え方だと思います。計画決定当時から平成 20年くらいまで

の間は、やはり踏切を拡幅するという考え方はございませんでした。計画決定するにしても、

何が何でも踏切を立体交差、アンダーで通す、新設道路を造る場合はそういう形で必ずやっ

ていくと、そういうふうな考え方で国の方も進んできておったわけでございますけれども、

踏切道改良促進法というのがございまして、それが改正されまして、緊急に対策が必要な踏

切、抜本的に対策すべき踏切というのを抽出しまして、抜本的対策、後は速効対策というよ

うな色々な形でやっていくと。なぜそのようにやっていくかと申しますと、開かずの踏切と

いうものが東京とかそちらの方で問題になっておりましたけれども、その開かずの踏切対策

を早急にやらなければならないと、さらにボトルネック踏切等々、そういった踏切を抽出し

ましたところ、緊急に対策の検討が必要な踏切というものが平成 19年に国の方が調査をして

いるのですけれども、全体で 1,960箇所全国にあったと。その内開かずの踏切が 589箇所、

自転車と歩行者のボトルネック踏切が 839箇所ということでございますけれども、抜本対策

である立体交差をやろうと工事を全国で進めておりますが、抜本対策が必要な踏切 1,428箇



27 

所の内、10年程度で対策が出来たのが 145箇所と、10年間で 10分の 1しか抜本対策が進ん

でおりません。 

 では高田の踏切がどうかと申しますと、開かずの踏切やボトルネック踏切にはまだ該当し

ないような踏切であります。そういったところはどうやっていこうかというところで、国の

方も、昔は国土交通省と運輸省という形で道路を造る側と鉄道を管理する側と分かれていた

のですけれども、国土交通省に一体化されて検討がされておりますが、そういったところは

速効対策の実施をやっていこう、というように状況が変わってきております。その速効対策

というのは、例えば歩道車道を拡幅するというやり方もやっぱり必要ではなかろうかと、そ

ういう形で踏切対策も考え方が変わってきています。そういったなかで我々も、計画決定当

時はここの踏切を拡幅する、繋げることができなかったので、恐らく構想の先線があるので

真っ直ぐ延ばしていたのではなかろうかと思います。当時もこういった形で長崎多良見線の

方へ計画決定したかったのかもしれません。そういう計画決定が出来なかったという事情が

ありました。先線はまだ構想の段階で、実現にあたって誰がやるのかとか、そういった事業

主体が検討されていないなかであるけれども、先の方へ真っ直ぐ持って行ったのではなかろ

うかと。当時検討したときに、黄色で示しているところが、一番土地利用的に立体交差が最

適な場所であったというところで計画されたのではないかと考えております。 

 ただ先程申しましたように、国の方の対策も変わってきまして、我々もまた鉄道事業者や

警察とも協議させていただいたところ、踏切の拡幅が可能となったというところで、速効対

策の方で当面はここの対策はやっていきたいという考え方のもと、今回変更をさせていただ

くと。そして先の構想の分は、先程の説明でもありましたが、やはり事業主体等しっかり決

まってから、実現性が高まったときに計画決定していってもいいのではないかと考えており

ます。その際、構造的な問題もあるとお話がありましたけれども、やはりその辺りも詳細に

検討をしたうえで、改めて必要なときに計画決定を今後していくと、そういう方向でやって

いくべきではないかと。昔は都市がどんどん成長していく時代でしたので、予めどこに道路

を造るというのを示してやらないと、後から道路が造れなくなってくるというようなことも

ございましたけれども、今は都市も成熟してきたというところもございますし、この構想の

路線は市街化調整区域ということもございまして、大規模開発が直ちに行われるようなとこ

ろではないというところで、まだ今どうなるかわからないような状態のなかで都市計画決定

をするのはおかしいのではないかというところで、今回敢えて先線の部分は外させていただ

きますけれども、マスタープランに示しています通り、構想としてはまだ残っておりますの

で、その中で実現性を高めていきたいと考えております。 

 非常にわかりにくい説明なのかもしれませんが、こちらの方の見解としては以上となって

おります。よろしくお願いいたします。 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 はい、ありがとうございました。①委員どうですか。 
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（（（（①①①①委員委員委員委員））））    

 現実的に判断をすると、おっしゃることは良くわかりますし、都市計画決定そのものにも

当然な判断だと思っております。ただ事務局がおっしゃったように、都市計画決定というの

はこれからの町をどういうふうに都市整備していくのか、要するに都市創りの誘導であった

り、或いはそのことによる規制であったり、先行的に手を打っていく、というのが都市計画

決定の在り方だというふうに思います。誘導していく、先導していくという土地利用の在り

方についても、やはりある程度の勇気といいますか、英断も必要なわけでありますから、現

認していくだけでは何の意味もないと思います。そういった意味で、将来構想というものが

どこまでの詰めがされて、要するに熟度が出来ているのかよくわかりませんが、どの段階に

いったら計画として打ち出されるのか定かではありませんが、やはり町民に対する約束、或

いは地域住民に対するひとつの期待感を持たせるわけでありますから、大事にしなくてはな

らない部分だろうなと思い、敢えて都市計画の在り方と絡めて意見を申し上げた次第であり

ます。 

 

（（（（⑧⑧⑧⑧委員委員委員委員））））    

 関連ですけれども、ループ橋の黄色の分の廃止について事務局から説明があったのですが、

平成 8年に計画決定するときに、施工上の問題で道路の嵩上げ問題とか、そういったものは

当然都市計画決定されるときに想定されたとは思います。そこを縷々説明されましたが、そ

こが説明が弱かったのかなと思います。 

 もう一つ、踏切は今度追加区域になっていますよね。先線の黄色を今回廃止するわけです

けれども、当時の平成 8年の段階で踏切の追加の部分と、そこの黄色の先線の部分２つを計

画決定するという判断はなかったのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 やはり踏切の拡幅という形での計画決定というのが、当時は非常に厳しかったと。当時は

何が何でも立体交差というところで計画決定していたのではないかと思います。当時の記録

を見てもその辺りが残っていないので、はっきりしたことは申し上げられませんが、そのよ

うに思っております。 

 県道の嵩上げについては、県の方でこちらの方の計画に合わせて嵩上げをするような計画

になっておりました。ただ、県の事業の進捗と町の事業の進捗、あと実現性の問題等もあり

まして、県道の嵩上げにつきましては少し待ってもらって、こちらのループの実現性が高ま

ってきたときに嵩上げしましょうということで、そういう話で協議をしておるというところ

でございます。ですので、合わせてやっていければよかったのでしょうけれども、やはり多

額の事業費もございまして、なかなか当時町が県と同時に施工する体力がなかったというと

ころもございまして、施工時期にズレが生じたというところで、今回新たに我々の方で嵩上
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げについてはやっていく必要が生じたというとことで、計画決定当時と状況が変わってきた

というところがございます。 

 

（（（（⑤⑤⑤⑤委員委員委員委員））））    

 今既に国の方でコンパクトシティということで、人口も減っている、恐らくそういったと

ころから国の方の対応も変わってきている。まず、採択が出来るかどうかというのがありま

す。一応都市計画決定の変更をかけるということで、実現性を見越してということで、その

辺は今の状況はどうなのですか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 事業といたしましては既に事業採択を受けておりますので、引き続き今の事業の中でやっ

ていきたいと考えております。今回ご承認をいただけまして手続きが終わりましたら、すぐ

に測量設計等入りまして事業を進めてまいりたいと考えております。 

 

（（（（②②②②委員委員委員委員））））    

 変更が決定しないと進まないわけでしょうけれども、2回ほど地元説明会がなされており

ますけれども、意外とスムーズに話が進んだのか、猛烈に反対する方もおられたのか。 

 それと、これが決定しますと用地買収とかに入っていかれると思いますけれども、これも

なかなか難しい問題だと思いますけれども、ある程度の完成時期というものの見通しが立っ

ているのか伺います。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 説明会でそういった反対意見がなかったのか、ということですけれども、2回説明会を行

いまして、やはり反対意見はございました。特に 2回目の西高田自主防災センターで行った

ときとかも、やはり同様な意見で、先線について廃止をするということで、なくなってしな

うこと自体がどうなのかという意見等をいただきましたが、今ご説明したように、先線を都

市計画決定として残すよりも、まずはここの踏切対策で小さい方からお年寄りの方までの歩

行者の安全を確保させていただきたいということでご説明し、先線については構想として残

すと。今都市計画法上都市計画の提案制度等もございますので、そういったものも活用しな

がら、先程も申し上げたように実現性の可能性を探っていきたいというところで、ご説明を

したところでございました。その他にも質問はありましたが、強烈に反対、絶対反対という

ご意見はなかったと思っております。納得はされませんでしょうけれども、説明をさせてい

ただいたうえで、ご理解をお願いしたということでございます。 

 それと今後の計画ですけれども、都市計画決定とともに事業認可というものも取っており

まして、今の事業認可が平成 31年度、平成 32年 3月末まで受けておりますが、今回都市計

画決定変更とともに事業認可の変更も当然行いまして、そこで事業期間の変更も行いたいと
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考えております。詳細に何年度はどこの箇所を行うということは決まっておりませんが、ス

パン的には 5年間延長をさせていただいて、平成 36年度、要するに平成 37年 3月末を目標

に、計画的にスピード感を持ってやっていきたいというふうに考えております。 

 

（（（（④④④④委員委員委員委員））））    

 今マスタープランとか色々話がありましたけれども、やっぱり昔と違って公共施設といい

ますか、国の予算、建設費とか、県の予算もそうですけどすごく縮小されているわけですよ

ね。そういうなかで、国交省のインフラ長寿命化とか、或いは総務省でも公共施設の長寿命

化とか、そういうことをやっているわけですので、どうやったら一番住民に対して良いイン

フラが造れるかということで、昔マスタープランがあったかもしれないけれども、それはも

う人口が減っていくなかで、やっぱりそういうことも説明していかなくてはならない時代じ

ゃないかと思います。だからそういうものを踏まえて、もう 1回やっぱり、マスタープラン

は前作ったからその通りにやらなければならないではなくて、時代に応じた形で町でも説明

する必要があるのではないかなと思います。そうしたらこういう問題、費用対効果とか考え

ると、皆さん納得されると思いますので、そういうことで説明をされていかれればどうかな

と思います。 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 ありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

 

 なければ、第１号議案 長崎都市計画道路３・５・４１１号西高田線都市計画決定変更に

ついて、採決を行いたいと思います。賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

【出席委員全員の挙手あり】 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 ありがとうございました。そうしましたら、第 1号議案は、原案通り可決いたしました。 

 

 続きまして、その他の項について事務局より何かございますか。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 それではその他の報告事項としまして、来年度平成３０年度で都市計画審議会に付議する

予定の案件を、１件ご紹介させていただきます。最後の四角囲みでその他報告事項と書かれ

た資料をご準備ください。 

「都市計画道路 住吉町高田郷線の廃止について」になります。場所につきましては、お

配りしている資料の図面の左側からになりますが、長崎市の住吉町、国道 206号の電車通り
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からですね、そこから長崎市泉町の方面へ、旧外語短大があった場所になりますが、そこを

通って右の方へ進みまして、浦上水源地の横を通りまして、長与町高田郷の道ノ尾地区、ち

ょうど道ノ尾温泉がある付近に蓬来橋という橋がございますけれども、そこに繋がる道路に

なります。全延長としましては図面の上にあります通り 1,290ｍ、幅員が 13ｍの都市計画道

路になっております。本路線につきましては、全延長、長崎市の国道 206号から高田郷の長

与町の区域全部について長崎市道、長崎市の管理する道路となっております。都市計画決定

については、長崎市の区域については長崎市で、長与町の区域については長与町の方で、そ

れぞれ平成９年度に都市計画決定を打っておりまして、現在、長崎市側の 820ｍの区間で整

備が完了しております。未整備区間については、長崎市側で黄色の部分になりますが 140ｍ、

長与町側が緑色の部分になりまして 330ｍの、計 470ｍが未整備区間となっております。 

長崎市の整備済区間につきましては、平成 23年度に完了しましたが、その後現在に至るま

で、黄色の部分については進捗は進んでいない状況になっておりました。そのなかで、長崎

市が今年度１月に、長崎市側の未整備区間 140ｍについて事業廃止の方針を打ち出しました。

現在長崎市の方につきましては、平成 30年度での廃止に向けた手続きを進めている状況です。 

長崎市の廃止理由としましては、未整備区間において、図面下の現況写真にもありますが、

①番②番にあります通り、道路中心に中央線がある片側１車線ずつの道路が確保されている

ということ、また最大の理由としましては、浦上水源地になりますけれども、ここを埋め立

てて、野球場とか陸上施設にするという、レイクシステム構想というものが、長崎県の方で

計画されておりましたけれども、この構想の整備に合わせて道路の整備もしていく予定であ

ったわけですけれども、このレイクシステム構想の実施の目処が立っていないということが

主な理由となっております。 

長与町におきましても、長崎市同様レイクシステム構想という水源地を埋め立てる計画あ

りきで計画をしておりましたし、長崎市側が廃止されますと、長与町の部分を整備しても道

路の連続性というものがなくなってきますので、本町につきましても廃止の方を検討したい

と考えております。 

今後、平成 30年度より長崎市や長崎県及び地元自治会を含めまして調整を行い、廃止に向

けた手続きを進めてまいりたいと考えております。あくまで今回はその他の事項ということ

での説明ですので、また詳細につきましては次回の都市計画審議会の方で内容について説明

させていただきたいと思っております。 

以上、簡単ではございますが、平成 30年度の都市計画審議会付議予定案件の説明を終わり

たいと思います。 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 ありがとうございました。 

 

（（（（④④④④委員委員委員委員））））    
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 今の都市計画路線としては廃止になるだけで、通行することには問題はないのでしょう。 

 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 はい。全然問題ありません。通常の長崎市道としての運用になりますので、もし例えば、

拡幅ですとか、歩道を少し整備してほしいですとか、そういった地元の声があれば、通常の

長崎市道としての対応で進めていきたいという、長崎市の方針でした。 

 

（（（（会長会長会長会長））））    

 わかりました。それではまた今度の審議会で、色々な件についてご説明いただければと思

います。 

 

 他にはございませんか。 

 

 それでは、議事についてはこれで終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課（事務局：長与町都市計画課    主事補主事補主事補主事補    藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝）藤原和輝） 

ありがとうございました。 

ここで事務局から連絡です。第 1 号議案の説明のときにも申し上げましたが、意見書の写

しにつきましては回収させていただきますので、机の上に置いたうえでご退席ください。 

 

以上を持ちまして、平成 29年度第１回長与町都市計画審議会を終了させていただきます。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

 

 

【閉  会】 


