
「茂原都市計画道路の見直し素案」に対する 

パブリックコメント（意見募集）の結果について 

 

 「茂原都市計画道路の見直し素案」について、みなさんからご意見をいただくために、

パブリックコメントを実施したところ、結果は以下のとおりでした。 

 貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 

意見等の募集期間 

平成２９年１１月２０日（月曜日）～平成２９年１２月２０日（水曜日） 

 

意見等の受付人数および件数 

４人  ３１件 

（提出方法 電子メール４人） 

 

お寄せいただいたご意見の趣旨およびご意見に対する市の考え方 

いただいたご意見については、原則として原文のまま掲載しております。 

 

番号 ご提出いただいた意見等の概要 市の考え方 

１ 

今回、市から提示された見直し案の方向性に

は賛成ですが、今後の人口減少に伴う予算の

減少と都市機能のセンタライズ化という社会

情勢のトレンドを鑑みれば、より一層の整備

範囲縮小が必要ではないかと考えます。 

今後も社会情勢等の変化に伴い都市計画道

路の見直しを行っていく予定です。その中

で、都市計画道路の更なる変更や廃止は考

えられます。 

２ 

財源の適正配分・費用対効果という観点から

考えると、圏央道との接続に関わるような幹

線道路の整備に絞って対策を実行すべきでは

ないでしょうか？ 

都市計画道路の整備にあたっては、引き続

き費用対効果等の観点から進めてまいりま

す。 

３ 

また、都市計画道路整備の大幅な遅延は、区

画整理対象地域内の土地所有権者にとって、

土地の利用制限など資産の有効利用の観点か

ら著しい損害を受けていると一般的に解釈さ

れていますので、特に駅前商店街地域の再開

発については、実行可能性を正当に再評価し、

本当にやり遂げることができるのかについて

土地区画整理事業につきましては、本素案

と直接関係がない事柄であることから回答

の対象外とします。 



結論を出していただくことを求めます。 

４ 

茂原市の財政が厳しい事も理解していますの

で、見直し案について検討させて頂きました。

全体としては、市の見直し案に賛成です。 

ご意見として承ります。 

５ 

大芝早野線については、市の見直しでは一部

廃止ですが、全部廃止で良いように思います。 

房総横断道路（国道１２８号）と県道２７号

を繋ぐ路線ですね。代わりに、七井戸交差点

付近で、国道１２８号と県道２９３号を繋げ

れば対応出来そうですが。 

工事区間も少なく、県道２９３号は空いてい

ます。県道２７号に繋がります。 

本路線の存続区間につきましては、一部が

現在施行中の茂原市大芝土地区画整理事業

地内を通っており、事業との整合性を図り

存続としております。また、今後も社会情

勢等の変化に伴い都市計画道路の見直しを

行っていく予定です。その中で、都市計画

道路の更なる変更や廃止が考えられます。 

なお、七井戸交差点付近で国道１２８号と

県道２９３号茂原環状線を繋ぐことにつき

ましては、県道８５号茂原夷隅線の一部を

経由することで国道１２８号と県道２７号

茂原大多喜線が繋がることから、新たに七

井戸交差点付近を繋ぐ必要性は低いと考え

ます。 

６ 

はじめに 

茂原市決定の道路だけではなく、県が決定し

ている道路も視野に入れないと十分なものと

はならないのではないか。たとえ県決定の道

路自体を見直さなくても。 

県決定の都市計画道路も見直し対象路線と

しております。 

７ 

はじめに 

見直しは県のガイドラインがでたから、見直

しすることとしたとのことであるが、見直し

はもっと以前から必要であった。にもかかわ

らず、しなかったのはなぜなのか。５０年も

放っておいてなんで今さらというのが感想で

あり、怒りが噴き出てくる。が、遅きに失し

ているとはいえ、放置するよりやった方がよ

いに決まっている。逆に言えば大いにやった

方がよい。ガイドラインができて大手を振っ

て見直しができることになったのは歓迎する

が、諸手を挙げてのものではない。遅いし、

人に言われてしかできないのでは自主性がな

い、自治といえるものではない。 

１０年ごとに見直しをした方がよい。道路の

基準も変わっていくのだから。 

ご意見として承ります。 

今後も社会情勢等の変化に伴い都市計画道

路の見直しを行っていく予定です。 



８ 

はじめに 

整備済みの道路もいまだに都市計画道路とし

ているが、すでに整備したものは都市計画道

路ではない。特に既存の道路を都市計画道路

としている場合にこれから整備するものか整

備が終わったものかがよくわからない。なか

でも都市計画道路なのに道路事業で都市計画

道路より広くしてしまった場合など行政とし

てもちぐはぐさが見受けられるものもある。 

茂原都市計画道路として都市計画決定され

たものは、整備済みであっても都市計画道

路です。 

都市計画図において、整備済・未整備路線

は確認できます。 

本市において、そのような事例は確認でき

ません。 

９ 

P１上から８行目 

「将来的にも円滑な整備が行えるよう、一定

の建築制限が加えられます」とあるが、建築

制限の理由は補償を低く抑えるためのもので

しかないので、少なくとも、施行時期を明確

にすべきである。 

少子高齢・人口減少社会の到来により、福

祉対策や環境対策等へ重点が移りつつあ

り、加えて財政状況の観点からも公共事業

への投資が少なくなる中、施行時期を明確

に示すことは困難であります。 

１０ 

P１ 

災害が起こった時に、本来整備したい道路を

あらかじめ決めておき、具体的には必要な幅

員を確保するために杭を打っておく・・そう

すれば実際に災害が起こった時にその部分を

避けて＝後退して建物を再建することになる

のではないか。 

事業認可を受けていない路線では、都市計

画法第５４条の許可基準に適合する建築物

であれば、都市計画道路計画区域内に建築

することができます。そのため計画区域か

ら後退するか否かは、建築主の判断になり

ます。なお、事業認可を受けている路線で

は、原則として計画区域内に建築すること

ができません。 

１１ 

P１ 

学会のマニュアルとはいえあまりにも茂原市

の事情、9 万人しかいない田舎の都市計画に

全ての可能性を上げても意味がない。千葉市

にあるモノレールもお荷物になっているでは

ないか。 

ここでは一般的な都市計画道路の機能を説

明しているものであり、全てが本市の都市

計画道路に当てはまるとは考えておりませ

ん。 

１２ 

P２ 

道路がよくなると車が寄ってきて交通量が増

える。交通量が増えると交通事故も増え、ま

た道路を拡幅しなくてはならなくなる。いた

ちごっこである。 

ご意見として承ります。 

１３ 

P２茂原市の用途地域と都市計画道路延長の推移のグラフ 

都市計画道路の問題ではないが、商業系が少

な過ぎではないか、文化的な施設は住居系に

本素案とは直接関係がない事柄であること

から回答の対象外とします。 



は小規模なものしかできない。 

１４ 

P３上から２行目 

広域幹線道路の要衝とあるが、本当に要衝

か？通過点ではないのか。バスの利用率が低

いのに、自動車交通の利便性が高い？  

本市は、千葉方面と外房方面を結ぶ通過交

通が侵入しやすいネットワークとなってお

り、広域幹線道路の要衝を担っていると考

えております。 

１５ 

P３下から１行目 

朝夕の道路混雑くらいないと活気がないので

は。また、データ作成時が平成２２年となっ

ているが、なぜこんなに古いデータなのか。

混雑具合は５年以上経っても変わらないとい

うことか。改善がなされないという事か。 

最新のパーソントリップ調査結果（H２０）

と併せて状況を示したかったことから、H

２２道路交通センサスを用いております。

なお、H２７道路交通センサスが平成２９

年３月に公表されており、一部路線におい

て、混雑度の上昇が確認されるものの、全

体としては緩和傾向にあります。 

１６ 

P４下から３行目 

地震の発生率は発表以来５年以上たってお

り、確率はあがっているはずだが。 

最新のデータを用いております。 

１７ 

P４下から１行目 

延焼遮断が可能な道路幅員は無風状態で１２

ｍで、風があればもっと広い道路でなければ

役に立たない。しかも火災旋風が起こればど

うにもならない。強風で延焼が拡大した糸魚

川市や、阪神淡路大震災を参考にすべきで、

都市計画道路が火災を遮断できるというのは

妄想ではないか。 

都市計画道路のみでは、全ての延焼を遮断

することは困難ですが、都市計画道路の機

能の１つに災害防止機能があり、一定の延

焼遮断効果も見込めると考えております。 

１８ 

P５上から４行目 

厚生労働省の「施設等機関」とはどういう意

味か。 

行政機関に置かれる試験研究機関等の総称

です。 

１９ 

P５上から６行目及び下の表、その下の説明、P１２第三段階 

平成は３１年以降の年号は西暦に直すべきで

ある。 

ご意見として承ります。 

２０ 

P５人口の推移の表 

不明とあるが国勢調査で年齢を記載しない人

がいるという事か。年齢不詳が多くなると年

代に応じた政策ができないおそれが出てくる

ということか。 

国勢調査時、未回答等により年齢が判断で

きないことを指します。 

２１ 

P８上から７行目 

50 年以上整備していないということは、50

年以上市民の自由に制限を加えたまま、何も

都市計画道路に係る用地取得につきまして

は、原則、事業認可後としております。 



していないということである。少なくとも１

０年経ったら先行買い取りすべきである。 

２２ 

P１０上から７行目 

都市機能の強化を進めてきたのは他の誰でも

なく市である。都市計画決定としてその道路

の必要性を声高に言ってきたのだから。それ

なのに 50年も塩漬けにして。 

都市構造の集約化とはコンパクトシティにす

るという方針のことか。 

茂原の中心部である旧茂原町では人口減少に

より空家が増加し、空家が解体され駐車場に

変わりスカスカの歯抜け状態である。都市計

画でどう解消できるのか。 

また、街なかの道路はよくわからない。茂原

市の問題点は鉄道が急に曲がっていることで

ある。これを解消するのが都市計画道路の根

幹なのではないか。 

都市構造の集約化とはコンパクトシティと

も言い換えできます。なお、都市計画区域

マスタープランにおいても、まちづくりの

方針として、集約型都市構造を掲げており

ます。 

中心市街地が抱える諸課題については、コ

ンパクトシティを考える上で検討していく

べきものと捉えております。 

２３ 

P１０上から１２行目 

高齢者の社会進出の支援や交流人口の増加が

なぜ都市機能ということになるのか。理解が

できない。 

また、交流促進を図るのはいいが、それによ

って道路の幅員等に影響するような増加など

見込めるはずはない。わけのわからない言葉

をもてあそんであたかも需要があるような物

言いをすべきではない。 

これは、高齢者の社会進出支援や交流人口

の増加等が経済活性化に繋がり、ひいては

都市機能をより効率的、効果的に高めてい

くことになるとの意味合いです。 

今後、圏央道の全線開通等による交流促進

や交通需要を見込んでおります。 

２４ 

P１０下から５行目 

沿道の土地利用が生かされていないと想定さ

れるというが想定ではない。既に塩づけにな

っている都市計画道路がある。 

都市計画道路の決定時期を明確にすべきであ

る。 

また、判例で、違法とは断定されないものの

合理的な理由が求められているのは当たり前

である。 

当初決定時期は以下のとおりです。 

S２７ 地美長者ヶ台線 

S２９ 早野渋谷線、茂原駅前線、茂原駅裏

口線、二重堤東羽貫線、桑原梅田線、小林

浜町線、道祖神前高瀬線、新正野巻戸線 

S４１ 東羽貫富士見線、大芝鷲巣線、富士

見北三貫野線 

S４９ 新茂原駅東口線、新茂原駅西口線、

高師町下井戸線 

S５３ 富士見落合台線、高師高師野線 

S５９ 千代田町高師町線 

S６３ 浜町野巻戸線 



H１ 大芝早野線 

H４ おりひめ線 

H５ 西部アクセス線 

H７ ひこぼし線 

H１２ 新治本納線 

H１５ 本納駅西口線、本納駅東口線 

２５ 

P１２第二段階２次評価 

将来都市構造とはどんなものか。 集約型都市構造（コンパクトシティ）を指

します。 

２６ 

P１２第三段階 

平成４２年とは２５年先のことではないか。

そんな先の交通量を推計できるのならもっと

早くすべきであったのではないか。 

近年の社会情勢の変化等から今回の見直し

を行っておりますが、本素案を作成するに

あたり様々な調査や協議を行ってまいりま

した。それらを経てこの度、パブリックコ

メントを実施しております。 

２７ 

P１３存続路線 

簡単にできる路線は残すということか。 

この中で、５０年経って未着手の路線はない

のか。 

必要性や代替機能等を路線毎に判断した上

で存続としております。 

存続路線において、５０年以上未着手の路

線はありません。 

２８ 

P１３存続路線 

緊急輸送道路は県道でも主要地方道という格

上の道路であり、市の都市計画で判断できる

ものではない。 

見直しの結果、緊急輸送道路に指定されて

いる未整備都市計画道路は存続となってお

ります。なお、仮に廃止候補となった場合

も関係機関との協議の上、決定してまいり

ます。 

２９ 

P１３廃止（変更）路線 

廃止或は変更の路線の都市計画決定の時期は

いつか。 

廃止する路線の内、用地を先行取得してある

路線はどのくらいあるのか。 

来年度中の都市計画変更を予定しておりま

す。 

１路線のうち極一部を先行取得しておりま

す。 

３０ 

見直し候補路線として提示されている二路線

は、茂原市の中心を周回する環状線として重

要なものと考えます。この路線は、茂原市だ

けでなく共に歩むべき近隣町村にも良い影響

があるものです。優先して推進されるべき当

該計画道路が長年にわたり進められていない

二路線の周回機能につきましては、隣接す

る県道２９３号茂原環状線が代替できると

考えておりますので、素案のとおりとしま

す。 



ことを残念に思っておりましたが、見直し候

補とされていることは重ねて残念なことであ

り、公益の観点から見直し候補の見直しをお

願いしたいと考えます。 

３１ 

仮に、見直し候補の見直しを検討された結果、

方針が変わらない場合も考慮する必要がある

ので申し上げますが、計画道路予定地には、

道路として空白な箇所だけでなく、生活道路

として現在機能している箇所があります。富

士見北三貫野線の相当部分が生活道路となっ

ており、一部は車と人のすれ違いもままなら

ない危険をはらんでいます。計画道路の位置

づけにあるなしにかかわらず、この整備は必

要な事項です。ましてや、仮に計画道路から

外れるのであれば、この整備計画を明確にす

べきです。生活者にとっては都市計画道路と

別問題ではありませんので、並行して市ご当

局間で調整検討され、この整備計画を明らか

にし、速やかに遂行してもらいたいと考えま

す。 

生活道路の拡幅につきましては、継続路線

に加え、地元自治会等から多くの要望があ

り、優先度の高い路線から取り組んでいる

ので、新規路線の着手が困難な状況となっ

ております。 

 


